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(57)【要約】
【課題】非割り当て周波数帯域または共有周波数帯域を
用いたセルを効率的に制御する。
【解決手段】端末装置は、ＰＵＳＣＨを送信する送信部
と、ＰＵＳＣＨの送信が指示されたサブフレームの前に
ＬＢＴを行うＣＣＡチェック部を備える。端末装置は、
ＰＵＳＣＨの送信開始時間とＣＣＡスロット長とＣＣＡ
チェックの回数から、ＬＢＴの開始時間を決定する。端
末装置は、ＰＤＣＣＨを受信する受信部を備える。ＣＣ
Ａチェックの回数は、前記ＰＤＣＣＨによって指示され
る。
【選択図】図７
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　端末装置であって、
　ＰＵＳＣＨを送信する送信部と、
　前記ＰＵＳＣＨの送信が指示されたサブフレームの前にＬＢＴを行うＣＣＡチェック部
を備え、
　前記ＰＵＳＣＨの送信開始時間とＣＣＡスロット長から、前記ＬＢＴの開始時間を決定
する
　端末装置。
【請求項２】
　前記ＬＢＴは、所定の回数分のＣＣＡチェックを行い、
　前記ＰＵＳＣＨの送信開始時間とＣＣＡスロット長とＣＣＡチェックの回数から、前記
ＬＢＴの開始時間を決定する
　請求項１に記載の端末装置。
【請求項３】
　ＰＤＣＣＨを受信する受信部を備え、
　前記ＣＣＡチェックの回数は、前記ＰＤＣＣＨによって指示される
　請求項２に記載の端末装置。
【請求項４】
　端末装置と通信する基地局装置であって、
　ＰＵＳＣＨを受信する受信部と、
　ＰＤＣＣＨを送信する送信部を備え、
　前記端末装置のＬＢＴは、所定の回数分のＣＣＡチェックを行い、
　前記ＰＵＳＣＨの送信開始時間とＣＣＡスロット長とＣＣＡチェックの回数から、前記
ＬＢＴの開始時間が決定され、
　前記ＣＣＡチェックの回数を、前記ＰＤＣＣＨによって指示する
　基地局装置。
【請求項５】
　端末装置に用いられる通信方法であって、
　ＰＵＳＣＨを送信する工程と、
　前記ＰＵＳＣＨの送信が指示されたサブフレームの前にＬＢＴを行う工程を含み、
　前記ＰＵＳＣＨの送信開始時間とＣＣＡスロット長から、前記ＬＢＴの開始時間を決定
する
　通信方法。
【請求項６】
　端末装置と通信する基地局装置に用いられる通信方法であって、
　ＰＵＳＣＨを受信する工程と、
　ＰＤＣＣＨを送信する工程を含み、
　前記端末装置のＬＢＴは、所定の回数分のＣＣＡチェックを行い、
　前記ＰＵＳＣＨの送信開始時間とＣＣＡスロット長とＣＣＡチェックの回数から、前記
ＬＢＴの開始時間が決定され、
　前記ＣＣＡチェックの回数を、前記ＰＤＣＣＨによって指示する
　通信方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、効率的な通信を実現する端末装置、基地局装置および通信方法の
技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
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　標準化プロジェクトである３ＧＰＰ（３ｒｄ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　Ｐａｒｔｎｅｒ
ｓｈｉｐ　Ｐｒｏｊｅｃｔ）において、ＯＦＤＭ（Ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　Ｆｒｅｑｕｅ
ｎｃｙ－Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ）通信方式やリソースブロックと
呼ばれる所定の周波数・時間単位の柔軟なスケジューリングの採用によって、高速な通信
を実現させたＥｖｏｌｖｅｄ　Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ　Ｒａｄｉ
ｏ　Ａｃｃｅｓｓ（以降Ｅ－ＵＴＲＡと称する）の標準化が行なわれた。
【０００３】
　また、３ＧＰＰでは、より高速なデータ伝送を実現し、Ｅ－ＵＴＲＡに対して上位互換
性を持つＡｄｖａｎｃｅｄ　Ｅ－ＵＴＲＡの検討を行っている。Ｅ－ＵＴＲＡでは、基地
局装置がほぼ同一のセル構成（セルサイズ）から成るネットワークを前提とした通信シス
テムであったが、Ａｄｖａｎｃｅｄ　Ｅ－ＵＴＲＡでは、異なる構成の基地局装置（セル
）が同じエリアに混在しているネットワーク（異種無線ネットワーク、ヘテロジニアスネ
ットワーク（Ｈｅｔｅｒｏｇｅｎｅｏｕｓ　Ｎｅｔｗｏｒｋ））を前提とした通信システ
ムの検討が行われている。なお、Ｅ－ＵＴＲＡはＬＴＥ（Long Term Evolution）とも呼
称され、Ａｄｖａｎｃｅｄ　Ｅ－ＵＴＲＡはＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄとも呼称される。
また、ＬＴＥは、ＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄを含めた総称とすることもできる。
【０００４】
　ヘテロジニアスネットワークのように、セル半径の大きいセル（マクロセル）と、セル
半径がマクロセルよりも小さいセル（小セル、スモールセル）とが配置される通信システ
ムにおいて、端末装置が、マクロセルとスモールセルとに同時に接続して通信を行うキャ
リアアグリゲーション（ＣＡ）技術およびデュアルコネクティビティ（ＤＣ）技術が規定
されている（非特許文献１）。
【０００５】
　一方、非特許文献２において、ライセンス補助アクセス（ＬＡＡ；Licensed-Assisted 
Access）が、検討されている。ＬＡＡでは、例えば、無線ＬＡＮ（Local Area Network）
が利用している非割り当て周波数帯域（Unlicensed spectrum）が、ＬＴＥとして用いら
れる。具体的には、非割り当て周波数帯域がセカンダリセル（セカンダリコンポーネント
キャリア）として設定される。ＬＡＡとして用いられているセカンダリセルは、割り当て
周波数帯域（Licensed spectrum）で設定されるプライマリセル（プライマリコンポーネ
ントキャリア）によって、接続、通信および／または設定に関して、アシストされる。Ｌ
ＡＡによって、ＬＴＥで利用可能な周波数帯域が広がるため、広帯域伝送が可能になる。
なお、ＬＡＡは、所定のオペレータ間で共有される共有周波数帯域（shared spectrum）
でも用いられる。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００６】
【非特許文献１】3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Grou
p Radio Access Network; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Phy
sical layer procedures (Release 12), 3GPP TS 36.213 V12.4.0 (2014-12).
【非特許文献２】3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Grou
p Radio Access Network; Study on Licensed-Assisted Access to Unlicensed Spectrum
; (Release 13) 3GPP TR 36.889 V1.0.1 (2015-6).
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　ＬＡＡでは、非割り当て周波数帯域または共有周波数帯域が用いられる場合、その周波
数帯域は他のシステムおよび／または他のオペレータと共有することになる。しかしなが
ら、ＬＴＥは、割り当て周波数帯域または非共有周波数帯域で用いられることを前提に設
計されている。そのため、非割り当て周波数帯域または共有周波数帯域で従来のＬＴＥを
用いることはできない。
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【０００８】
　本発明は上記の点に鑑みてなされたものであり、その目的は、非割り当て周波数帯域ま
たは共有周波数帯域を用いたセルを効率的に制御することができる端末装置、基地局装置
、および通信方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　（１）上記の目的を達成するために、本発明は、以下のような手段を講じた。すなわち
、本発明の一様態による端末装置は、ＰＵＳＣＨを送信する送信部と、ＰＵＳＣＨの送信
が指示されたサブフレームの前にＬＢＴを行うＣＣＡチェック部を備える。端末装置は、
ＰＵＳＣＨの送信開始時間とＣＣＡスロット長から、ＬＢＴの開始時間を決定する。
【００１０】
　（２）また、本発明の一様態による端末装置は上述の端末装置であって、ＬＢＴは、所
定の回数分のＣＣＡチェックを行い、ＰＵＳＣＨの送信開始時間とＣＣＡスロット長とＣ
ＣＡチェックの回数から、ＬＢＴの開始時間を決定する。
【００１１】
　（３）また、本発明の一様態による端末装置は上述の端末装置であって、ＰＤＣＣＨを
受信する受信部を備える。ＣＣＡチェックの回数は、ＰＤＣＣＨによって指示される。
【００１２】
　（４）また、本発明の一様態による基地局装置は、端末装置と通信する基地局装置であ
って、端末装置と通信する基地局装置であって、ＰＵＳＣＨを受信する受信部と、ＰＤＣ
ＣＨを送信する送信部を備える。端末装置のＬＢＴは、所定の回数分のＣＣＡチェックを
行い、ＰＵＳＣＨの送信開始時間とＣＣＡスロット長とＣＣＡチェックの回数から、ＬＢ
Ｔの開始時間を決定し、基地局装置は、ＣＣＡチェックの回数を、ＰＤＣＣＨによって指
示する。
【００１３】
　（５）また、本発明の一様態による通信方法は、端末装置で用いられる通信方法であっ
て、ＰＵＳＣＨを送信する工程と、ＰＵＳＣＨの送信が指示されたサブフレームの前にＬ
ＢＴを行う工程を含む。通信方法は、ＰＵＳＣＨの送信開始時間とＣＣＡスロット長から
、ＬＢＴの開始時間を決定する。
【００１４】
　（６）また、本発明の一様態による通信方法は、端末装置と通信する基地局装置で用い
られる通信方法であって、ＰＵＳＣＨを受信する工程と、ＰＤＣＣＨを送信する工程を含
む。端末装置のＬＢＴは、所定の回数分のＣＣＡチェックを行い、ＰＵＳＣＨの送信開始
時間とＣＣＡスロット長とＣＣＡチェックの回数から、ＬＢＴの開始時間が決定され、通
信方法は、ＣＣＡチェックの回数を、ＰＤＣＣＨによって指示する。
【発明の効果】
【００１５】
　この発明によれば、基地局装置と端末装置が通信する無線通信システムにおいて、伝送
効率を向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本実施形態に係る下りリンクの無線フレーム構成の一例を示す図である。
【図２】本実施形態に係る上りリンクの無線フレーム構成の一例を示す図である。
【図３】本実施形態に係る基地局装置２のブロック構成の一例を示す概略図である。
【図４】本実施形態に係る端末装置１のブロック構成の一例を示す概略図である。
【図５】本実施形態に係る下りリンクの信号構成の一例を示す図である。
【図６】本実施形態に係る下りリンク送信のためのＣＣＡの手順の一例を示す図である。
【図７】本実施形態に係る下りリンク送信と上りリンク送信の間隔とＣＣＡの種類の関係
の一例を示す図である。
【図８】本実施形態に係る上りリンク送信のためのＣＣＡの手順の一例を示す図である。
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【図９】本実施形態に係る上りリンク送信のためのＣＣＡの手順の一例を示す図である。
【図１０】本実施形態に係る物理上りリンク共用チャネルの周波数多重の一例を示す図で
ある。
【図１１】本実施形態に係る上りリンク送信のためのＣＣＡの一例を示す図である。
【図１２】本実施形態に係る上りリンク送信のためのＣＣＡの一例を示す図である。
【図１３】本実施形態に係る上りリンク送信のためのＣＣＡの一例を示す図である。
【図１４】本実施形態に係る上りリンク送信のためのＣＣＡの一例を示す図である。
【図１５】本実施形態に係る上りリンク送信のためのＣＣＡの手順の一例を示す図である
。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　＜第１の実施形態＞
　本発明の第１の実施形態について以下に説明する。基地局装置（基地局、ノードＢ、ｅ
ＮＢ（eNodeB））と端末装置（端末、移動局、ユーザ装置、ＵＥ（User equipment））と
が、セルにおいて通信する通信システム（セルラーシステム）を用いて説明する。
【００１８】
　ＥＵＴＲＡおよびＡｄｖａｎｃｅｄ　ＥＵＴＲＡで使用される主な物理チャネル、およ
び物理シグナルについて説明を行なう。チャネルとは信号の送信に用いられる媒体を意味
し、物理チャネルとは信号の送信に用いられる物理的な媒体を意味する。本実施形態にお
いて、物理チャネルは、信号と同義的に使用され得る。物理チャネルは、ＥＵＴＲＡ、お
よびＡｄｖａｎｃｅｄ　ＥＵＴＲＡにおいて、今後追加、または、その構造やフォーマッ
ト形式が変更または追加される可能性があるが、変更または追加された場合でも本実施形
態の説明には影響しない。
【００１９】
　ＥＵＴＲＡおよびＡｄｖａｎｃｅｄ　ＥＵＴＲＡでは、物理チャネルまたは物理シグナ
ルのスケジューリングについて無線フレームを用いて管理している。１無線フレームは１
０ｍｓであり、１無線フレームは１０サブフレームで構成される。さらに、１サブフレー
ムは２スロットで構成される（すなわち、１サブフレームは１ｍｓ、１スロットは０．５
ｍｓである）。また、物理チャネルが配置されるスケジューリングの最小単位としてリソ
ースブロックを用いて管理している。リソースブロックとは、周波数軸を複数サブキャリ
ア（例えば１２サブキャリア）の集合で構成される一定の周波数領域と、一定の送信時間
間隔（１スロット）で構成される領域で定義される。
【００２０】
　ＥＵＴＲＡおよびＡｄｖａｎｃｅｄ　ＥＵＴＲＡでは、フレーム構成タイプが定義され
る。フレーム構成タイプ１（Frame structure type 1）は周波数分割複信（Frequency Di
vision Duplex、ＦＤＤ）に適用できる。フレーム構成タイプ２（Frame structure type 
2）は時分割複信（Time Division Duplex、ＴＤＤ）に適用できる。
【００２１】
　図１は、本実施形態に係る下りリンクの無線フレーム構成の一例を示す図である。下り
リンクはＯＦＤＭアクセス方式が用いられる。下りリンクにおいて、下りリンクの信号お
よび／または下りリンクの物理チャネルを送信することを、下りリンク送信と呼称される
。下りリンクでは、ＰＤＣＣＨ、ＥＰＤＣＣＨ、物理下りリンク共用チャネル（ＰＤＳＣ
Ｈ；Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｓｈａｒｅｄ　ＣＨａｎｎｅｌ）などが割り
当てられる。下りリンクの無線フレームは、下りリンクのリソースブロック（ＲＢ；Ｒｅ
ｓｏｕｒｃｅ　Ｂｌｏｃｋ）ペアから構成されている。この下りリンクのＲＢペアは、下
りリンクの無線リソースの割り当てなどの単位であり、予め決められた幅の周波数帯（Ｒ
Ｂ帯域幅）及び時間帯（２個のスロット＝１個のサブフレーム）からなる。１個の下りリ
ンクのＲＢペアは、時間領域で連続する２個の下りリンクのＲＢ（ＲＢ帯域幅×スロット
）から構成される。１個の下りリンクのＲＢは、周波数領域において１２個のサブキャリ
アから構成される。また、時間領域においては、通常のサイクリックプレフィッス（ＣＰ
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）が付加される場合には７個、通常よりも長いサイクリックプレフィッスが付加される場
合には６個のＯＦＤＭシンボルから構成される。周波数領域において１つのサブキャリア
、時間領域において１つのＯＦＤＭシンボルにより規定される領域をリソースエレメント
（ＲＥ；Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｅｌｅｍｅｎｔ）と称する。物理下りリンク制御チャネルは
、端末装置識別子、物理下りリンク共用チャネルのスケジューリング情報、物理上りリン
ク共用チャネルのスケジューリング情報、変調方式、符号化率、再送パラメータなどの下
りリンク制御情報が送信される物理チャネルである。なお、ここでは一つの要素キャリア
（ＣＣ；Ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ　Ｃａｒｒｉｅｒ）における下りリンクサブフレームを記載
しているが、ＣＣ毎に下りリンクサブフレームが規定され、下りリンクサブフレームはＣ
Ｃ間でほぼ同期している。
【００２２】
　下りリンクでは、同期信号が割り当てられる。同期信号とは、主に下りリンクの信号お
よび／またはチャネルを送信する基地局装置と下りリンクの信号および／またはチャネル
を受信する端末装置との間において、下りリンクの信号および／またはチャネルのタイミ
ングを調整するために用いられる。具体的には、端末装置において、同期信号は無線フレ
ームまたはサブフレームまたはＯＦＤＭシンボルの受信タイミングを調整するために用い
られる。また、端末装置において、同期信号は要素キャリアの中心周波数の検出にも用い
られる。また、端末装置において、同期信号はＯＦＤＭシンボルのＣＰ長の検出にも用い
られる。また、端末装置において、同期信号は、その同期信号が送信されたセル（基地局
装置）の識別にも用いられる。言い換えると、端末装置において、同期信号は、その同期
信号が送信されたセルのセル識別子の検出にも用いられる。なお、端末装置において、同
期信号はＡＧＣ（Automatic Gain Control）を行うためにも用いられてもよい。なお、端
末装置において、同期信号はＦＦＴ（Fast Fourier Transform）を行うためのシンボルの
処理タイミングを調整するために用いられてもよい。なお、端末装置において、同期信号
は参照信号受信電力（ＲＳＲＰ）の計算に用いられてもよい。なお、同期信号は、その同
期信号が送信されるチャネルの確保のために用いられてもよい。
【００２３】
　プライマリー同期信号（第１のプライマリー同期信号）とセカンダリー同期信号（第１
のセカンダリー同期信号）は、セル捜索を促進するために下りリンクで送信される。セル
捜索とは、端末装置がセルとの時間および周波数同期を取得し、そのセルの物理セル識別
子（physical layer Cell ID）を検出する、端末装置による手順である。Ｅ－ＵＴＲＡセ
ル捜索は６リソースブロックとそれ以上に相当する柔軟で全体的な送信帯域幅をサポート
する。
【００２４】
　プライマリー同期信号およびセカンダリー同期信号の配置（位置、マッピング）の具体
例を説明する。図９は、同期信号が配置されるサブキャリアおよびＯＦＤＭシンボルを決
定する数式を示す。ｋを周波数領域、ｌを時間領域でリソースエレメントを指定するイン
デックスと定義すると、プライマリー同期信号およびセカンダリー同期信号は、図９の数
式（０－ａ）、数式（１－ａ）、および数式（２）で定義される。ここで、NRB

DLは下り
リンク帯域幅の設定情報から指定されるリソースブロック数、Nsc

RBは周波数領域上リソ
ースブロックサイズであり、１リソースブロックあたりのサブキャリア数、Nsymb

DLは下
りリンクスロットあたりのＯＦＤＭシンボル数である。ここで、ａｋ，ｌはリソースエレ
メント（ｋ，ｌ）におけるシンボル、ｄは系列であり、ｎは０から２NM－１までの値をと
る。また、ｍｏｄは余りを表す関数であり、ＡｍｏｄＢは、ＡをＢで除算したときの余り
を示す。また、ここで、プライマリー同期信号およびセカンダリー同期信号において、NM
は３１である。また、ここで、プライマリー同期信号およびセカンダリー同期信号におい
て、ｈは１である。
【００２５】
　図１に図示されるプライマリー同期信号（Primary Synchronization Signal、ＰＳＳ）
とセカンダリー同期信号（Secondary Synchronization Signal、ＳＳＳ）は、下りリンク
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帯域幅（下りリンクのシステム帯域幅、下りリンク送信帯域幅）に依らず、中心周波数を
中心とした６２サブキャリア（６２リソースエレメント）を用いて送信される。なお、シ
ステム帯域幅内のサブキャリアの中央に相当する直流サブキャリア（ＤＣサブキャリア）
は、プライマリー同期信号およびセカンダリー同期信号として用いられない。なお、プラ
イマリー同期信号とセカンダリー同期信号の両端の５サブキャリア（５リソースエレメン
ト）は予約され、プライマリー同期信号およびセカンダリー同期信号の送信のためには用
いられない。上記の送信のために用いられる６２リソースエレメントに加え、両端の５リ
ソースエレメントも含めてプライマリー同期信号およびセカンダリー同期信号と呼称され
る。
【００２６】
　プライマリー同期信号は、周波数領域のZadoff-Chu系列（ZC系列）に基づいて生成され
る。Zadoff-Chu系列は、図８の数式（ａ）によって生成され、特にプライマリー同期信号
は図８の数式（ｂ）を用いて生成される。ここで、NZCはZadoff-Chu系列の系列長、uはル
ートインデックス（Zadoff-Chu root sequence index）である。プライマリー同期信号は
、３種類のルートインデックスに基づいて生成される。ルートインデックスは、セル識別
子（セルＩＤ、物理層セル識別子、physical-layer cell identity）から導出される３つ
の固有な識別子と関連付けられる。プライマリー同期信号は、フレーム構成タイプ１にお
いて、スロット０（すなわち、サブフレーム０の１番目のスロット）およびスロット１０
（すなわち、サブフレーム５の１番目のスロット）の最後のＯＦＤＭシンボルに位置され
る。プライマリー同期信号は、フレーム構成タイプタイプ２において、サブフレーム１お
よび６の１番目のスロットの３番目のＯＦＤＭシンボルに位置される。
【００２７】
　セカンダリー同期信号は、２つの長さ３１の系列の組み合わせで定義される。セカンダ
リー同期信号に用いられる系列は２つの長さ３１の系列を交互配置して連結した系列であ
る。連結された系列はプライマリー同期信号によって与えられるスクランブル系列によっ
てスクランブルされる。長さ３１の系列は、Ｍ系列に基づいて生成される。長さ３１の系
列は、セル識別子から導出される１６８の固有な物理層セル識別子グループに基づいて生
成される。プライマリー同期信号によって与えられるスクランブル系列は、３つの固有な
識別子に基づいて生成されるＭ系列である。セカンダリー同期信号の系列のリソースエレ
メントへのマッピングは、フレーム構成に依存する。セカンダリー同期信号は、フレーム
構成タイプ１において、スロット０（すなわち、サブフレーム０の１番目のスロット）お
よびスロット１０（すなわち、サブフレーム５の１番目のスロット）の最後から２番目の
ＯＦＤＭシンボルに位置される。セカンダリー同期信号は、フレーム構成タイプ２におい
て、スロット１（すなわち、サブフレーム０の２番目のスロット）およびスロット１１（
すなわち、サブフレーム５の２番目のスロット）の最後のＯＦＤＭシンボルに位置される
。
【００２８】
　なお、ここでは図示していないが、下りリンクサブフレームには、物理報知情報チャネ
ルや下りリンク参照信号（ＲＳ：Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ、下りリンクリファ
レンスシグナル）が配置されてもよい。下りリンク参照信号としては、ＰＤＣＣＨと同じ
送信ポートで送信されるセル固有参照信号（ＣＲＳ：Ｃｅｌｌ－ｓｐｅｃｉｆｉｃ　ＲＳ
）、チャネル状態情報（ＣＳＩ：Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｓｔａｔｅ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ
）の測定に用いられるチャネル状態情報参照信号（ＣＳＩ－ＲＳ、非ゼロ電力ＣＳＩ－Ｒ
Ｓ、ＮＺＰ　ＣＳＩ－ＲＳ）、一部のＰＤＳＣＨと同じ送信ポートで送信される端末固有
参照信号（ＵＲＳ：ＵＥ－ｓｐｅｃｉｆｉｃ　ＲＳ）、ＥＰＤＣＣＨと同じ送信ポートで
送信される復調用参照信号（ＤＭＲＳ：Ｄｅｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ　ＲＳ）などがある。
また、ＣＲＳが配置されないキャリアであってもよい。このとき一部のサブフレーム（例
えば、無線フレーム中の１番目と６番目のサブフレーム）に、時間および／または周波数
のトラッキング用の信号として、ＣＲＳの一部の送信ポート（例えば送信ポート０だけ）
あるいは全部の送信ポートに対応する信号と同様の信号（拡張同期シグナルと呼称する）
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を挿入することができる。また、一部のＰＤＳＣＨと同じ送信ポートで送信される端末固
有参照信号は、ＰＤＳＣＨに関連付けられる端末固有参照信号またはＤＭＲＳとも呼称さ
れる。また、ＥＰＤＣＣＨと同じ送信ポートで送信される復調用参照信号は、ＥＰＤＣＣ
Ｈに関連付けられるＤＭＲＳとも呼称される。
【００２９】
　なお、ここでは図示していないが、下りリンクサブフレームには、主に同時に送信され
るＰＤＳＣＨのレートマッチングのために用いられるゼロ電力ＣＳＩ－ＲＳ（ＺＰ　ＣＳ
Ｉ－ＲＳ）や、主にチャネル状態情報の干渉測定に用いられるＣＳＩ干渉マネージメント
（ＣＳＩ－ＩＭ）が配置されてもよい。ゼロ電力ＣＳＩ－ＲＳとＣＳＩ－ＩＭは、非ゼロ
電力ＣＳＩ－ＲＳが配置可能なリソースエレメントに配置されてもよい。ＣＳＩ－ＩＭは
、ゼロ電力ＣＳＩ－ＲＳに重ねて設定されてもよい。
【００３０】
　なお、ここでは図示していないが、下りリンクサブフレームには、検出信号（ＤＳ：Ｄ
ｉｓｃｏｖｅｒｙ　Ｓｉｇｎａｌ）が配置されてもよい。あるセルにおいて、ＤＳ（ＤＳ
　Ｏｃｃａｓｉｏｎ）は、連続する所定数のサブフレームの時間期間（ＤＳ期間）で構成
される。その所定数は、ＦＤＤ（Frame structure type 1）において１から５であり、Ｔ
ＤＤ（Frame structure type 2）において２から５である。その所定数は、ＲＲＣのシグ
ナリングによって設定される。また、端末装置はＤＳ期間を測定する区間が設定される。
ＤＳ期間を測定する区間の設定を、ＤＭＴＣ（Discovery signals measurement timing c
onfiguration）とも呼称される。端末装置がＤＳ期間を測定する区間（ＤＭＴＣ区間、Ｄ
ＭＴＣ　Ｏｃｃａｓｉｏｎ）は、６ｍｓ（６サブフレーム）の区間で設定される。端末は
、そのＤＳが、ＲＲＣのシグナリングによって設定されるパラメータdmtc-Periodicityで
設定されるサブフレーム毎に、送信（マッピング、発生）していると想定する。また、下
りリンクサブフレームにおいて、端末は以下の信号を含んで構成されるＤＳの存在を想定
する。
　　（１）そのＤＳ期間における全ての下りリンクサブフレームと全てのスペシャルサブ
フレームのＤｗＰＴＳ内の、アンテナポート０のＣＲＳ。
　　（２）ＦＤＤにおいて、そのＤＳ期間の最初のサブフレーム内のＰＳＳ。ＴＤＤにお
いて、そのＤＳ期間の２番目のサブフレーム内のＰＳＳ。
　　（３）そのＤＳ期間の最初のサブフレーム内のＳＳＳ。
　　（４）そのＤＳ期間のゼロ個以上のサブフレーム内の非ゼロ電力ＣＳＩ－ＲＳ。その
非ゼロ電力ＣＳＩ－ＲＳはＲＲＣのシグナリングによって設定される。
【００３１】
　端末は、設定されたＤＳに基づいて、測定を行う。その測定は、ＤＳにおけるＣＲＳ、
または、ＤＳにおける非ゼロ電力ＣＳＩ－ＲＳを用いて行われる。また、ＤＳに関する設
定において、複数の非ゼロ電力ＣＳＩ－ＲＳが設定できる。
【００３２】
　図２は、本実施形態に係る上りリンクの無線フレーム構成の一例を示す図である。上り
リンクはＳＣ－ＦＤＭＡ方式が用いられる。上りリンクにおいて、上りリンクの信号およ
び／または上りリンクの物理チャネルを送信することを、上りリンク送信と呼称される。
つまり、上りリンク送信は、ＰＵＳＣＨの送信と換言できる。上りリンクでは、物理上り
リンク共用チャネル（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｕｐｌｉｎｋ　Ｓｈａｒｅｄ　Ｃｈａｎｎｅｌ
；ＰＵＳＣＨ）、ＰＵＣＣＨなどが割り当てられる。また、ＰＵＳＣＨやＰＵＣＣＨの一
部に、上りリンク参照信号（上りリンクリファレンスシグナル）が割り当てられる。上り
リンクの無線フレームは、上りリンクのＲＢペアから構成されている。この上りリンクの
ＲＢペアは、上りリンクの無線リソースの割り当てなどの単位であり、予め決められた幅
の周波数帯（ＲＢ帯域幅）及び時間帯（２個のスロット＝１個のサブフレーム）からなる
。１個の上りリンクのＲＢペアは、時間領域で連続する２個の上りリンクのＲＢ（ＲＢ帯
域幅×スロット）から構成される。１個の上りリンクのＲＢは、周波数領域において１２
個のサブキャリアから構成される。時間領域においては、通常のサイクリックプレフィッ
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スが付加される場合には７個、通常よりも長いサイクリックプレフィッスが付加される場
合には６個のＳＣ－ＦＤＭＡシンボルから構成される。なお、ここでは一つのＣＣにおけ
る上りリンクサブフレームを記載しているが、ＣＣ毎に上りリンクサブフレームが規定さ
れる。伝搬遅延の補正などから、端末装置の視点から、上りリンクの無線フレーム（上り
リンクサブフレーム）の先頭は下りリンクの無線フレーム（下りリンクサブフレーム）の
先頭よりも前になるように調整される。
【００３３】
　同期シグナルは、３種類のプライマリー同期シグナルと、周波数領域で互い違いに配置
される３１種類の符号から構成されるセカンダリー同期シグナルとで構成され、プライマ
リー同期シグナルとセカンダリー同期シグナルの信号の組み合わせによって、基地局装置
を識別する５０４通りのセル識別子（物理セルＩＤ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｃｅｌｌ　Ｉｄ
ｅｎｔｉｔｙ；　ＰＣＩ））と、無線同期のためのフレームタイミングが示される。端末
装置は、セルサーチによって受信した同期シグナルの物理セルＩＤを特定する。
【００３４】
　物理報知情報チャネル（ＰＢＣＨ；　Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｂｒｏａｄｃａｓｔ　Ｃｈａ
ｎｎｅｌ）は、セル内の端末装置で共通に用いられる制御パラメータ（報知情報（システ
ム情報）；Ｓｙｓｔｅｍ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）を通知（設定）する目的で送信され
る。物理下りリンク制御チャネルで報知情報が送信される無線リソースがセル内の端末装
置に対して通知され、物理報知情報チャネルで通知されない報知情報は、通知された無線
リソースにおいて、物理下りリンク共用チャネルによって報知情報を通知するレイヤ３メ
ッセージ（システムインフォメーション）が送信される。
【００３５】
　報知情報として、セル個別の識別子を示すセルグローバル識別子（ＣＧＩ；　Ｃｅｌｌ
　Ｇｌｏｂａｌ　Ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ）、ページングによる待ち受けエリアを管理する
トラッキングエリア識別子（ＴＡＩ；　Ｔｒａｃｋｉｎｇ　Ａｒｅａ　Ｉｄｅｎｔｉｆｉ
ｅｒ）、ランダムアクセス設定情報（送信タイミングタイマーなど）、当該セルにおける
共通無線リソース設定情報、周辺セル情報、上りリンクアクセス制限情報などが通知され
る。
【００３６】
　下りリンクリファレンスシグナルは、その用途によって複数のタイプに分類される。例
えば、セル固有ＲＳ（Ｃｅｌｌ－ｓｐｅｃｉｆｉｃ　ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　ｓｉｇｎａｌ
ｓ）は、セル毎に所定の電力で送信されるパイロットシグナルであり、所定の規則に基づ
いて周波数領域および時間領域で周期的に繰り返される下りリンクリファレンスシグナル
である。端末装置は、セル固有ＲＳを受信することでセル毎の受信品質を測定する。また
、端末装置は、セル固有ＲＳと同時に送信される物理下りリンク制御チャネル、または物
理下りリンク共用チャネルの復調のための参照用の信号としてもセル固有ＲＳを使用する
。セル固有ＲＳに使用される系列は、セル毎に識別可能な系列が用いられる。
【００３７】
　また、下りリンクリファレンスシグナルは下りリンクの伝搬路変動の推定にも用いられ
る。伝搬路変動の推定に用いられる下りリンクリファレンスシグナルのことをチャネル状
態情報リファレンスシグナル（Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｓｔａｔｅ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　
Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌｓ；ＣＳＩ－ＲＳ）と称する。また、端末装置に対し
て個別に設定される下りリンクリファレンスシグナルは、ＵＥ　ｓｐｅｃｉｆｉｃ　Ｒｅ
ｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌｓ（ＵＲＳ）、Ｄｅｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ　Ｒｅｆｅｒｅ
ｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ（ＤＭＲＳ）またはＤｅｄｉｃａｔｅｄ　ＲＳ（ＤＲＳ）と称され
、拡張物理下りリンク制御チャネル、または物理下りリンク共用チャネルを復調するとき
のチャネルの伝搬路補償処理のために参照される。
【００３８】
　物理下りリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ；　Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　
Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ）は、各サブフレームの先頭からいくつかのＯＦＤＭシ
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ンボル（例えば１～４ＯＦＤＭシンボル）で送信される。拡張物理下りリンク制御チャネ
ル（ＥＰＤＣＣＨ；　Ｅｎｈａｎｃｅｄ　Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｃｏｎ
ｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ）は、物理下りリンク共用チャネルＰＤＳＣＨが配置されるＯ
ＦＤＭシンボルに配置される物理下りリンク制御チャネルである。ＰＤＣＣＨまたはＥＰ
ＤＣＣＨは、端末装置に対して基地局装置のスケジューリングに従った無線リソース割り
当て情報や、送信電力の増減の調整量を指示する情報を通知する目的で使用される。以降
、単に物理下りリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）と記載した場合、特に明記がなければ
、ＰＤＣＣＨとＥＰＤＣＣＨの両方の物理チャネルを意味する。
【００３９】
　端末装置は、下りリンクデータや上位層制御情報であるレイヤ２メッセージおよびレイ
ヤ３メッセージ（ページング、ハンドオーバーコマンドなど）を送受信する前に、自装置
宛の物理下りリンク制御チャネルを監視（モニタ）し、自装置宛の物理下りリンク制御チ
ャネルを受信することで、送信時には上りリンクグラント、受信時には下りリンクグラン
ト（下りリンクアサインメント）と呼ばれる無線リソース割り当て情報を物理下りリンク
制御チャネルから取得する必要がある。なお、物理下りリンク制御チャネルは、上述した
ＯＦＤＭシンボルで送信される以外に、基地局装置から端末装置に対して個別（ｄｅｄｉ
ｃａｔｅｄ）に割り当てられるリソースブロックの領域で送信されるように構成すること
も可能である。なお、上りリンクグラントは、ＰＵＳＣＨをスケジュールするＤＣＩフォ
ーマットと換言することができる。なお、下りリンクグラントは、ＰＤＳＣＨをスケジュ
ールするＤＣＩフォーマットと換言することができる。ＰＤＳＣＨがスケジュールされる
サブフレームは、そのＰＤＳＣＨの受信を指示するＤＣＩフォーマットの復号が成功した
サブフレームである。また、ＰＵＳＣＨがスケジュールされるサブフレームは、そのＰＵ
ＳＣＨの送信を指示するＤＣＩフォーマットの復号が成功したサブフレームに関連付けら
れて指示される。例えば、ＦＤＤセルの場合、ＰＵＳＣＨがスケジュールされるサブフレ
ームは、そのＰＵＳＣＨの送信を指示するＤＣＩフォーマットの復号が成功したサブフレ
ームから４サブフレーム後である。すなわち、ＰＵＳＣＨおよびＰＤＳＣＨがスケジュー
ルされるサブフレームは、その送信または受信が指示されるＤＣＩフォーマットの復号が
成功したサブフレームに関連付けられる。
【００４０】
　物理上りリンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ；　Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｕｐｌｉｎｋ　Ｃｏ
ｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ）は、物理下りリンク共用チャネルで送信された下りリンク
データの受信確認応答（ＨＡＲＱ－ＡＣＫ；Ｈｙｂｒｉｄ　Ａｕｔｏｍａｔｉｃ　Ｒｅｐ
ｅａｔ　ｒｅＱｕｅｓｔ－ＡｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅｍｅｎｔあるいはＡＣＫ／ＮＡＣＫ；
Ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅｍｅｎｔ／Ｎｅｇａｔｉｖｅ　Ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅｍｅｎｔ
）や下りリンクの伝搬路（チャネル状態）情報（ＣＳＩ；Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｓｔａｔｅ　
Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）、上りリンクの無線リソース割り当て要求（無線リソース要求
、スケジューリングリクエスト（ＳＲ；Ｓｃｈｅｄｕｌｉｎｇ　Ｒｅｑｕｅｓｔ））を行
なうために使用される。
【００４１】
　ＣＳＩは、前記ＣＳＩに対応するサービングセルの受信品質指標（ＣＱＩ：Ｃｈａｎｎ
ｅｌ　Ｑｕａｌｉｔｙ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）、プレコーディング行列指標（ＰＭＩ：Ｐ
ｒｅｃｏｄｉｎｇ　Ｍａｔｒｉｘ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）、プレコーディングタイプ指標
（ＰＴＩ：Ｐｒｅｃｏｄｉｎｇ　Ｔｙｐｅ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）、ランク指標（ＲＩ：
Ｒａｎｋ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）を含み、それぞれ、好適な変調方式および符号化率、好
適なプレコーディング行列、好適なＰＭＩのタイプ、好適なランクを指定する（表現する
）ために用いられることができる。各Ｉｎｄｉｃａｔｏｒは、Ｉｎｄｉｃａｔｉｏｎと表
記されてもよい。また、ＣＱＩおよびＰＭＩには、１つのセル内のすべてのリソースブロ
ックを用いた送信を想定したワイドバンドＣＱＩおよびＰＭＩと、１つのセル内の一部の
連続するリソースブロック（サブバンド）を用いた送信を想定したサブバンドＣＱＩおよ
びＰＭＩとに分類される。また、ＰＭＩは、１つのＰＭＩで１つの好適なプレコーディン



(11) JP 2018-152626 A 2018.9.27

10

20

30

40

50

グ行列を表現する通常のタイプのＰＭＩの他に、第１ＰＭＩと第２ＰＭＩの２種類のＰＭ
Ｉを用いて１つの好適なプレコーディング行列を表現するタイプのＰＭＩが存在する。
【００４２】
　例えば、端末装置１は、下りリンク物理リソースブロックのグループを占領し、ＣＱＩ
インデックスに対応する変調方式およびトランスポートブロックサイズの組み合わせによ
って決定される一つのＰＤＳＣＨトランスポートの誤り確率が所定の値（例えば、０．１
）を超えないような条件を満たす前記ＣＱＩインデックスを報告する。
【００４３】
　尚、ＣＱＩ、ＰＭＩ、および／または、ＲＩの計算に用いられる下りリンク物理リソー
スブロックはＣＳＩ参照リソース（ＣＳＩ　ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　ｒｅｓｏｕｒｃｅ）と
称される。
【００４４】
　端末装置１は、ＣＳＩを基地局装置２に報告する。ＣＳＩ報告は、周期的なＣＳＩ報告
と非周期的なＣＳＩ報告がある。周期的なＣＳＩ報告では、端末装置１は、上位層で設定
されたタイミングにおいて、ＣＳＩを報告する。非周期的なＣＳＩ報告では、端末装置１
は、受信した上りリンクＤＣＩフォーマット（上りリンクグラント）またはランダムアク
セスレスポンスグラントに含まれるＣＳＩ要求の情報に基づいたタイミングにおいて、Ｃ
ＳＩを報告する。
【００４５】
　端末装置１は、ＣＱＩおよび／またはＰＭＩおよび／またはＲＩを報告する。尚、端末
装置１は、上位層の設定によって、ＰＭＩおよび／またはＲＩを報告しなくてもよい。上
位層の設定は、例えば、送信モード、フィードバックモード、報告タイプ、ＰＭＩ／ＲＩ
を報告するか否かのパラメータ、である。
【００４６】
　また、端末装置１は、１つのサービングセルに対して１つまたは複数のＣＳＩプロセス
（ＣＳＩ　ｐｒｏｃｅｓｓ）が設定されてもよい。ＣＳＩプロセスは、ＣＳＩの報告と対
応付けられて設定される。１つのＣＳＩプロセスは、１つのＣＳＩ－ＲＳリソースと１つ
のＣＳＩ－ＩＭリソースに関連付けられる。
【００４７】
　物理下りリンク共用チャネル（ＰＤＳＣＨ；　Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　
Ｓｈａｒｅｄ　Ｃｈａｎｎｅｌ）は、下りリンクデータの他、ランダムアクセスに対する
返答（ランダムアクセスレスポンス、ＲＡＲ）、ページングや、物理報知情報チャネルで
通知されない報知情報（システムインフォメーション）をレイヤ３メッセージとして端末
装置に通知するためにも使用される。物理下りリンク共用チャネルの無線リソース割り当
て情報は、物理下りリンク制御チャネルで示される。物理下りリンク共用チャネルは物理
下りリンク制御チャネルが送信されるＯＦＤＭシンボル以外のＯＦＤＭシンボルに配置さ
れて送信される。すなわち、物理下りリンク共用チャネルと物理下りリンク制御チャネル
は１サブフレーム内で時分割多重されている。
【００４８】
　物理上りリンク共用チャネル（ＰＵＳＣＨ；　Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｕｐｌｉｎｋ　Ｓｈ
ａｒｅｄ　Ｃｈａｎｎｅｌ）は、主に上りリンクデータと上りリンク制御情報を送信し、
ＣＳＩやＡＣＫ／ＮＡＣＫなどの上りリンク制御情報を含めることも可能である。また、
上りリンクデータの他、上位層制御情報であるレイヤ２メッセージおよびレイヤ３メッセ
ージを端末装置から基地局装置に通知するためにも使用される。また、下りリンクと同様
に物理上りリンク共用チャネルの無線リソース割り当て情報は、物理下りリンク制御チャ
ネルで示される。
【００４９】
　上りリンクリファレンスシグナル（上りリンク参照信号；Ｕｐｌｉｎｋ　Ｒｅｆｅｒｅ
ｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ、上りリンクパイロット信号、上りリンクパイロットチャネルとも
呼称する）は、基地局装置が、物理上りリンク制御チャネルＰＵＣＣＨおよび／または物
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理上りリンク共用チャネルＰＵＳＣＨを復調するために使用する復調参照信号（ＤＭＲＳ
；Ｄｅｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ　Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ）と、基地局装置が、
主に、上りリンクのチャネル状態を推定するために使用するサウンディング参照信号（Ｓ
ＲＳ；Ｓｏｕｎｄｉｎｇ　Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ）が含まれる。また、サウ
ンディング参照信号には、周期的に送信される周期的サウンディング参照信号（Ｐｅｒｉ
ｏｄｉｃ　ＳＲＳ）と、基地局装置から指示されたときに送信される非周期的サウンディ
ング参照信号（Ａｐｅｒｉｏｄｉｃ　ＳＲＳ）とがある。
【００５０】
　物理ランダムアクセスチャネル（ＰＲＡＣＨ；　Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｒａｎｄｏｍ　Ａ
ｃｃｅｓｓ　Ｃｈａｎｎｅｌ）は、プリアンブル系列を通知（設定）するために使用され
るチャネルであり、ガードタイムを有する。プリアンブル系列は、複数のシーケンスによ
って基地局装置へ情報を通知するように構成される。例えば、６４種類のシーケンスが用
意されている場合、６ビットの情報を基地局装置へ示すことができる。物理ランダムアク
セスチャネルは、端末装置の基地局装置へのアクセス手段として用いられる。
【００５１】
　端末装置は、ＳＲに対する物理上りリンク制御チャネル未設定時の上りリンクの無線リ
ソース要求のため、または、上りリンク送信タイミングを基地局装置の受信タイミングウ
ィンドウに合わせるために必要な送信タイミング調整情報（タイミングアドバンス（Ｔｉ
ｍｉｎｇ　Ａｄｖａｎｃｅ；ＴＡ）コマンドとも呼ばれる）を基地局装置に要求するため
などに物理ランダムアクセスチャネルを用いる。また、基地局装置は、端末装置に対して
物理下りリンク制御チャネルを用いてランダムアクセス手順の開始を要求することもでき
る。
【００５２】
　ランダムアクセスレスポンスは、端末装置のランダムアクセスに対する基地局装置から
の返答情報である。ランダムアクセスレスポンスは、ＲＡ－ＲＮＴＩによってスクランブ
ルされたＣＲＣを有するＰＤＣＣＨの制御情報によりスケジュールされたＰＤＳＣＨに含
まれて基地局装置から送信される。ランダムアクセスレスポンスには、送信タイミング調
整情報、上りリンクグラント（ランダムアクセスレスポンスに含まれる上りリンクグラン
トをランダムアクセスレスポンスグラントとも称する。）、一時的な端末装置の識別子で
あるＴｅｍｐｏｒａｒｙ　Ｃ－ＲＮＴＩの情報が含まれている。
【００５３】
　レイヤ３メッセージは、端末装置と基地局装置のＲＲＣ（無線リソース制御）層でやり
取りされる制御平面（ＣＰ（Ｃｏｎｔｒｏｌ－ｐｌａｎｅ、Ｃ－Ｐｌａｎｅ））のプロト
コルで取り扱われるメッセージであり、ＲＲＣシグナリングまたはＲＲＣメッセージと同
義的に使用され得る。なお、制御平面に対し、ユーザデータ（上りリンクデータおよび下
りリンクデータ）を取り扱うプロトコルのことをユーザ平面（ＵＰ（Ｕｓｅｒ－ｐｌａｎ
ｅ、Ｕ－Ｐｌａｎｅ））と称する。ここで、物理層における送信データであるトランスポ
ートブロックは、上位層におけるＣ－ＰｌａｎｅのメッセージとＵ－Ｐｌａｎｅのデータ
とを含む。なお、それ以外の物理チャネルは、詳細な説明は省略する。
【００５４】
　基地局装置によって制御される各周波数の通信可能範囲（通信エリア）はセルとしてみ
なされる。このとき、基地局装置がカバーする通信エリアは周波数毎にそれぞれ異なる広
さ、異なる形状であっても良い。また、カバーするエリアが周波数毎に異なっていてもよ
い。基地局装置の種別やセル半径の大きさが異なるセルが、同一の周波数および／または
異なる周波数のエリアに混在して一つの通信システムを形成している無線ネットワークの
ことを、ヘテロジニアスネットワークと称する。
【００５５】
　端末装置は、セルの中を通信エリアとみなして動作する。端末装置が、あるセルから別
のセルへ移動するときは、非無線接続時（非通信中）はセル再選択手順、無線接続時（通
信中）はハンドオーバー手順によって別の適切なセルへ移動する。適切なセルとは、一般
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的に端末装置のアクセスが基地局装置から指定される情報に基づいて禁止されていないと
判断したセルであって、かつ、下りリンクの受信品質が所定の条件を満足するセルのこと
を示す。
【００５６】
　また、端末装置と基地局装置は、キャリアアグリゲーションによって複数の異なる周波
数バンド（周波数帯）の周波数（コンポーネントキャリア、または周波数帯域）を集約（
アグリゲート、ａｇｇｒｅｇａｔｅ）して一つの周波数（周波数帯域）のように扱う技術
を適用してもよい。コンポーネントキャリアには、上りリンクに対応する上りリンクコン
ポーネントキャリアと、下りリンクに対応する下りリンクコンポーネントキャリアとがあ
る。本明細書において、周波数と周波数帯域は同義的に使用され得る。
【００５７】
　例えば、キャリアアグリゲーションによって周波数帯域幅が２０ＭＨｚのコンポーネン
トキャリアを５つ集約した場合、キャリアアグリゲーションを可能な能力を持つ端末装置
はこれらを１００ＭＨｚの周波数帯域幅とみなして送受信を行う。なお、集約するコンポ
ーネントキャリアは連続した周波数であっても、全てまたは一部が不連続となる周波数で
あってもよい。例えば、使用可能な周波数バンドが８００ＭＨｚ帯、２ＧＨｚ帯、３．５
ＧＨｚ帯である場合、あるコンポーネントキャリアが８００ＭＨｚ帯、別のコンポーネン
トキャリアが２ＧＨｚ帯、さらに別のコンポーネントキャリアが３．５ＧＨｚ帯で送信さ
れていてもよい。
【００５８】
　また、同一周波数帯の連続または不連続の複数のコンポーネントキャリアを集約するこ
とも可能である。各コンポーネントキャリアの周波数帯域幅は端末装置の受信可能周波数
帯域幅（例えば２０ＭＨｚ）よりも狭い周波数帯域幅（例えば５ＭＨｚや１０ＭＨｚ）で
あっても良く、集約する周波数帯域幅が各々異なっていても良い。周波数帯域幅は、後方
互換性を考慮して従来のセルの周波数帯域幅のいずれかと等しいことが望ましいが、従来
のセルの周波数帯域と異なる周波数帯域幅でも構わない。
【００５９】
　また、後方互換性のないコンポーネントキャリア（キャリアタイプ）を集約してもよい
。なお、基地局装置が端末装置に割り当てる（設定する、追加する）上りリンクコンポー
ネントキャリアの数は、下りリンクコンポーネントキャリアの数と同じか少ないことが望
ましい。
【００６０】
　無線リソース要求のための上りリンク制御チャネルの設定が行われる上りリンクコンポ
ーネントキャリアと、当該上りリンクコンポーネントキャリアとセル固有接続される下り
リンクコンポーネントキャリアから構成されるセルは、プライマリセル（ＰＣｅｌｌ：Ｐ
ｒｉｍａｒｙ　ｃｅｌｌ）と称される。また、プライマリセル以外のコンポーネントキャ
リアから構成されるセルは、セカンダリセル（ＳＣｅｌｌ：Ｓｅｃｏｎｄａｒｙ　ｃｅｌ
ｌ）と称される。端末装置は、プライマリセルでページングメッセージの受信、報知情報
の更新の検出、初期アクセス手順、セキュリティ情報の設定などを行う一方、セカンダリ
セルではこれらを行わないでもよい。
【００６１】
　プライマリセルは活性化（Ａｃｔｉｖａｔｉｏｎ）および不活性化（Ｄｅａｃｔｉｖａ
ｔｉｏｎ）の制御の対象外であるが（つまり必ず活性化しているとみなされる）、セカン
ダリセルは活性化および不活性化という状態（ｓｔａｔｅ）を持ち、これらの状態の変更
は、基地局装置から明示的に指定されるほか、コンポーネントキャリア毎に端末装置に設
定されるタイマーに基づいて状態が変更される。プライマリセルとセカンダリセルとを合
わせてサービングセル（在圏セル）と称する。
【００６２】
　なお、キャリアアグリゲーションは、複数のコンポーネントキャリア（周波数帯域）を
用いた複数のセルによる通信であり、セル・アグリゲーションとも称される。なお、端末
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装置は、周波数毎にリレー局装置（またはリピーター）を介して基地局装置と無線接続さ
れても良い。すなわち、本実施形態の基地局装置は、リレー局装置に置き換えることが出
来る。
【００６３】
　基地局装置は端末装置が該基地局装置で通信可能なエリアであるセルを周波数毎に管理
する。１つの基地局装置が複数のセルを管理していてもよい。セルは、端末装置と通信可
能なエリアの大きさ（セルサイズ）に応じて複数の種別に分類される。例えば、セルは、
マクロセルとスモールセルに分類される。さらに、スモールセルは、そのエリアの大きさ
に応じて、フェムトセル、ピコセル、ナノセルに分類される。また、端末装置がある基地
局装置と通信可能であるとき、その基地局装置のセルのうち、端末装置との通信に使用さ
れるように設定されているセルは在圏セル（Ｓｅｒｖｉｎｇ　ｃｅｌｌ）であり、その他
の通信に使用されないセルは周辺セル（Ｎｅｉｇｈｂｏｒｉｎｇ　ｃｅｌｌ）と称される
。
【００６４】
　言い換えると、キャリアアグリゲーション（キャリア・アグリゲーションとも称す）に
おいて、設定された複数のサービングセルは、１つのプライマリセルと１つまたは複数の
セカンダリセルとを含む。
【００６５】
　プライマリセルは、初期コネクション構築プロシージャが行なわれたサービングセル、
コネクション再構築プロシージャを開始したサービングセル、または、ハンドオーバプロ
シージャにおいてプライマリセルと指示されたセルである。プライマリセルは、プライマ
リー周波数でオペレーションする。コネクションが（再）構築された時点、または、その
後に、セカンダリセルが設定されてもよい。セカンダリセルは、セカンダリー周波数でオ
ペレーションする。なお、コネクションは、ＲＲＣコネクションと称されてもよい。ＣＡ
をサポートしている端末装置に対して、１つのプライマリセルと１つ以上のセカンダリセ
ルで集約される。
【００６６】
　本実施形態では、ＬＡＡ（Licensed Assisted Access）が用いられる。ＬＡＡにおいて
、プライマリセルは割り当て周波数が設定され（用いられ）、セカンダリセルの少なくと
も１つは非割り当て周波数が設定される。非割り当て周波数が設定されるセカンダリセル
は、割り当て周波数が設定されるプライマリセルまたはセカンダリセルからアシストされ
る。例えば、割り当て周波数が設定されるプライマリセルまたはセカンダリセルは、非割
り当て周波数が設定されるセカンダリセルに対して、ＲＲＣのシグナリング、ＭＡＣのシ
グナリング、および／またはＰＤＣＣＨのシグナリングによって、設定および／または制
御情報の通知を行う。本実施形態において、プライマリセルまたはセカンダリセルからア
シストされるセルはＬＡＡセルとも呼称される。ＬＡＡセルは、プライマリセルおよび／
またはセカンダリセルとキャリアアグリゲーションによって、集約（アシスト）できる。
また、ＬＡＡセルをアシストするプライマリセルまたはセカンダリセルはアシストセルと
も呼称される。
【００６７】
　ＬＡＡセルは、プライマリセルおよび／またはセカンダリセルとデュアルコネクティビ
ティによって、集約（アシスト）されてもよい。
【００６８】
　以下では、デュアルコネクティビティの基本構造（アーキテクチャー）について説明す
る。例えば、端末装置１が、複数の基地局装置２（例えば、基地局装置２－１、基地局装
置２－２）と同時に接続している場合を説明する。基地局装置２－１はマクロセルを構成
する基地局装置であり、基地局装置２－２はスモールセルを構成する基地局装置であると
する。このように、端末装置１が、複数の基地局装置２に属する複数のセルを用いて同時
に接続することをデュアルコネクティビティと称する。各基地局装置２に属するセルは同
じ周波数で運用されていてもよいし、異なる周波数で運用されていてもよい。
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【００６９】
　なお、キャリアアグリゲーションは、複数のセルを一つの基地局装置２が管理し、各セ
ルの周波数が異なるという点がデュアルコネクティビティと異なる。換言すると、キャリ
アアグリゲーションは、一つの端末装置１と一つの基地局装置２とを、周波数が異なる複
数のセルを介して接続させる技術であるのに対し、デュアルコネクティビティは、一つの
端末装置１と複数の基地局装置２とを、周波数が同じまたは異なる複数のセルを介して接
続させる技術である。
【００７０】
　端末装置１と基地局装置２は、キャリアアグリゲーションに適用される技術を、デュア
ルコネクティビティに対して適用することができる。例えば、端末装置１と基地局装置２
は、プライマリセルおよびセカンダリセルの割り当て、活性化／不活性化などの技術をデ
ュアルコネクティビティにより接続されるセルに対して適用してもよい。
【００７１】
　デュアルコネクティビティにおいて、基地局装置２－１または基地局装置２－２は、Ｍ
ＭＥとＳＧＷとバックボーン回線で接続されている。ＭＭＥは、ＭＭＥ（Ｍｏｂｉｌｉｔ
ｙ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　Ｅｎｔｉｔｙ）に対応する上位の制御局装置であり、端末装
置１の移動性管理や認証制御（セキュリティ制御）および基地局装置２に対するユーザデ
ータの経路を設定する役割などを持つ。ＳＧＷは、Ｓｅｒｖｉｎｇ　Ｇａｔｅｗａｙ（Ｓ
－ＧＷ）に対応する上位の制御局装置であり、ＭＭＥによって設定された端末装置１への
ユーザデータの経路に従ってユーザデータを伝送する役割などを持つ。
【００７２】
　また、デュアルコネクティビティにおいて、基地局装置２－１または基地局装置２－２
とＳＧＷの接続経路は、ＳＧＷインターフェースと称される。また、基地局装置２－１ま
たは基地局装置２－２とＭＭＥの接続経路は、ＭＭＥインターフェースと称される。また
、基地局装置２－１と基地局装置２－２の接続経路は、基地局インターフェースと称され
る。ＳＧＷインターフェースは、ＥＵＴＲＡにおいてＳ１－Ｕインターフェースとも称さ
れる。また、ＭＭＥインターフェースは、ＥＵＴＲＡにおいてＳ１－ＭＭＥインターフェ
ースとも称される。また、基地局インターフェースは、ＥＵＴＲＡにおいてＸ２インター
フェースとも称される。
【００７３】
　デュアルコネクティビティを実現するアーキテクチャーの一例を説明する。デュアルコ
ネクティビティにおいて、基地局装置２－１とＭＭＥは、ＭＭＥインターフェースによっ
て接続されている。また、基地局装置２－１とＳＧＷは、ＳＧＷインターフェースによっ
て接続されている。また、基地局装置２－１は、基地局インターフェースを介して、基地
局装置２－２へＭＭＥ、および／またはＳＧＷとの通信経路を提供する。換言すると、基
地局装置２－２は、基地局装置２－１を経由してＭＭＥ、および／またはＳＧＷと接続さ
れている。
【００７４】
　また、デュアルコネクティビティを実現する別のアーキテクチャーの別の一例を説明す
る。デュアルコネクティビティにおいて、基地局装置２－１とＭＭＥは、ＭＭＥインター
フェースによって接続されている。また、基地局装置２－１とＳＧＷは、ＳＧＷインター
フェースによって接続されている。基地局装置２－１は、基地局インターフェースを介し
て、基地局装置２－２へＭＭＥとの通信経路を提供する。換言すると、基地局装置２－２
は、基地局装置２－１を経由してＭＭＥと接続されている。また、基地局装置２－２は、
ＳＧＷインターフェースを介してＳＧＷと接続されている。
【００７５】
　なお、基地局装置２－２とＭＭＥが、ＭＭＥインターフェースによって直接接続される
ような構成であってもよい。
【００７６】
　別の観点から説明すると、デュアルコネクティビティとは、少なくとも二つの異なるネ
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ットワークポイント（マスター基地局装置（ＭｅＮＢ：Ｍａｓｔｅｒ　ｅＮＢ）とセカン
ダリー基地局装置（ＳｅＮＢ：Ｓｅｃｏｎｄａｒｙ　ｅＮＢ））から提供される無線リソ
ースを所定の端末装置が消費するオペレーションである。言い換えると、デュアルコネク
ティビティは、端末装置が、少なくとも２つのネットワークポイントでＲＲＣ接続を行な
うことである。デュアルコネクティビティにおいて、端末装置は、ＲＲＣ接続（ＲＲＣ＿
ＣＯＮＮＥＣＴＥＤ）状態で、且つ、非理想的バックホール（ｎｏｎ－ｉｄｅａｌ　ｂａ
ｃｋｈａｕｌ）によって接続されてもよい。
【００７７】
　デュアルコネクティビティにおいて、少なくともＳ１－ＭＭＥに接続され、コアネット
ワークのモビリティアンカーの役割を果たす基地局装置をマスター基地局装置と称される
。また、端末装置に対して追加の無線リソースを提供するマスター基地局装置ではない基
地局装置をセカンダリー基地局装置と称される。マスター基地局装置に関連されるサービ
ングセルのグループをマスターセルグループ（ＭＣＧ：Ｍａｓｔｅｒ　Ｃｅｌｌ　Ｇｒｏ
ｕｐ）、セカンダリー基地局装置に関連されるサービングセルのグループをセカンダリー
セルグループ（ＳＣＧ：Ｓｅｃｏｎｄａｒｙ　Ｃｅｌｌ　Ｇｒｏｕｐ）と称される場合も
ある。なお、セルグループは、サービングセルグループであってもよい。
【００７８】
　デュアルコネクティビティにおいて、プライマリセルは、ＭＣＧに属する。また、ＳＣ
Ｇにおいて、プライマリセルに相当するセカンダリセルをプライマリセカンダリセル（ｐ
ＳＣｅｌｌ：Ｐｒｉｍａｒｙ　Ｓｅｃｏｎｄａｒｙ　Ｃｅｌｌ）と称する。なお、ｐＳＣ
ｅｌｌをスペシャルセルやスペシャルセカンダリーセル（Ｓｐｅｃｉａｌ　ＳＣｅｌｌ：
Ｓｐｅｃｉａｌ　Ｓｅｃｏｎｄａｒｙ　Ｃｅｌｌ）と称する場合もある。スペシャルＳＣ
ｅｌｌ（スペシャルＳＣｅｌｌを構成する基地局装置）には、ＰＣｅｌｌ（ＰＣｅｌｌを
構成する基地局装置）の機能の一部（例えば、ＰＵＣＣＨを送受信する機能など）がサポ
ートされてもよい。また、ｐＳＣｅｌｌには、ＰＣｅｌｌの一部の機能だけがサポートさ
れてもよい。例えば、ｐＳＣｅｌｌには、ＰＤＣＣＨを送信する機能がサポートされても
よい。また、ｐＳＣｅｌｌには、ＣＳＳ（共通サーチスペース）またはＵＳＳ（ＵＥ個別
サーチスペース）とは異なるサーチスペースを用いて、ＰＤＣＣＨ送信を行なう機能がサ
ポートされてもよい。例えば、ＵＳＳとは異なるサーチスペースは、仕様で規定された値
に基づいて決まるサーチスペース、Ｃ－ＲＮＴＩとは異なるＲＮＴＩに基づいて決まるサ
ーチスペース、ＲＮＴＩとは異なる上位レイヤで設定される値に基づいて決まるサーチス
ペースなどである。また、ｐＳＣｅｌｌは、常に、起動の状態であってもよい。また、ｐ
ＳＣｅｌｌは、ＰＵＣＣＨを受信できるセルである。
【００７９】
　デュアルコネクティビティにおいて、データ無線ベアラ（ＤＲＢ：Ｄａｔｅ　Ｒａｄｉ
ｏ　Ｂｅａｒｅｒ）は、ＭｅＮＢとＳｅＮＢで個別に割り当てられてもよい。一方、シグ
ナリング無線ベアラ（ＳＲＢ：Ｓｉｇｎａｌｌｉｎｇ　Ｒａｄｉｏ　Ｂｅａｒｅｒ）はＭ
ｅＮＢだけに割り当てられてもよい。デュアルコネクティビティにおいて、ＭＣＧとＳＣ
ＧまたはＰＣｅｌｌとｐＳＣｅｌｌでは、それぞれ個別にデュプレックスモードが設定さ
れてもよい。デュアルコネクティビティにおいて、ＭＣＧとＳＣＧまたはＰＣｅｌｌとｐ
ＳＣｅｌｌで、同期されなくてもよい。デュアルコネクティビティにおいて、ＭＣＧとＳ
ＣＧそれぞれにおいて、複数のタイミング調整のためのパラメータ（ＴＡＧ：Ｔｉｍｉｎ
ｇ　Ａｄｖａｎｃｃｅ　Ｇｒｏｕｐ）が設定されてもよい。つまり、端末装置は、各ＣＧ
内において、異なる複数のタイミングでの上りリンク送信が可能である。
【００８０】
　デュアルコネクティビティにおいて、端末装置は、ＭＣＧ内のセルに対応するＵＣＩは
、ＭｅＮＢ（ＰＣｅｌｌ）のみに送信し、ＳＣＧ内のセルに対応するＵＣＩは、ＳｅＮＢ
（ｐＳＣｅｌｌ）のみに送信することができる。例えば、ＵＣＩはＳＲ、ＨＡＲＱ－ＡＣ
Ｋ、および／またはＣＳＩである。また、それぞれのＵＣＩの送信において、ＰＵＣＣＨ
および／またはＰＵＳＣＨを用いた送信方法はそれぞれのセルグループで適用される。
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【００８１】
　プライマリセルでは、すべての信号が送受信可能であるが、セカンダリセルでは、送受
信できない信号がある。例えば、ＰＵＣＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｕｐｌｉｎｋ　Ｃｏｎ
ｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ）は、プライマリセルでのみ送信される。また、ＰＲＡＣＨ（
Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｈａｎｎｅｌ）は、セル間で、複数
のＴＡＧ（Ｔｉｍｉｎｇ　Ａｄｖａｎｃｅ　Ｇｒｏｕｐ）が設定されない限り、プライマ
リセルでのみ送信される。また、ＰＢＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｂｒｏａｄｃａｓｔ　Ｃ
ｈａｎｎｅｌ）は、プライマリセルでのみ送信される。また、ＭＩＢ（Ｍａｓｔｅｒ　Ｉ
ｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｂｌｏｃｋ）は、プライマリセルでのみ送信される。プライマリ
セカンダリセルでは、プライマリセルで送受信可能な信号が送受信される。例えば、ＰＵ
ＣＣＨは、プライマリセカンダリセルで送信されてもよい。また、ＰＲＡＣＨは、複数の
ＴＡＧが設定されているかにかかわらず、プライマリセカンダリセルで送信されてもよい
。また、ＰＢＣＨやＭＩＢがプライマリセカンダリセルで送信されてもよい。
【００８２】
　プライマリセルでは、ＲＬＦ（Ｒａｄｉｏ　Ｌｉｎｋ　Ｆａｉｌｕｒｅ）が検出される
。セカンダリセルでは、ＲＬＦが検出される条件が整ってもＲＬＦが検出されたと認識し
ない。プライマリセカンダリセルでは、条件を満たせば、ＲＬＦが検出される。プライマ
リセカンダリセルにおいて、ＲＬＦが検出された場合、プライマリセカンダリセルの上位
層は、プライマリセルの上位層へＲＬＦが検出されたことを通知する。プライマリセルで
は、ＳＰＳ（Ｓｅｍｉ－Ｐｅｒｓｉｓｔｅｎｔ　Ｓｃｈｅｄｕｌｉｎｇ）やＤＲＸ（Ｄｉ
ｓｃｏｎｔｉｎｕｏｕｓ　Ｒｅｃｅｐｔｉｏｎ）を行なってもよい。セカンダリセルでは
、プライマリセルと同じＤＲＸを行なってもよい。セカンダリセルにおいて、ＭＡＣの設
定に関する情報／パラメータは、基本的に、同じセルグループのプライマリセル／プライ
マリセカンダリセルと共有している。一部のパラメータ（例えば、ｓＴＡＧ－Ｉｄ）は、
セカンダリセル毎に設定されてもよい。一部のタイマーやカウンタが、プライマリセルお
よび／またはプライマリセカンダリセルに対してのみ適用されてもよい。セカンダリセル
に対してのみ、適用されるタイマーやカウンタが設定されてもよい。
【００８３】
　ＬＡＡセルにデュアルコネクティビティが適用される場合の一例において、ＭＣＧ（基
地局装置２－１）はプライマリセルを構成する基地局装置であり、ＳＣＧ（基地局装置２
－２）はＬＡＡセルを構成する基地局装置である。すなわち、ＬＡＡセルは、ＳＣＧのｐ
ＳＣｅｌｌとして設定される。
【００８４】
　ＬＡＡセルにデュアルコネクティビティが適用される場合の別の一例において、ＭＣＧ
はプライマリセルを構成する基地局装置であり、ＳＣＧはｐＳＣｅｌｌおよびＬＡＡセル
を構成する基地局装置である。すなわち、ＬＡＡセルは、ＳＣＧにおいて、ｐＳＣｅｌｌ
からアシストされる。なお、ＳＣＧにセカンダリセルがさらに設定された場合、ＬＡＡセ
ルは、そのセカンダリセルからアシストされてもよい。
【００８５】
　ＬＡＡセルにデュアルコネクティビティが適用される場合の別の一例において、ＭＣＧ
はプライマリセルおよびＬＡＡセルを構成する基地局装置であり、ＳＣＧはｐＳＣｅｌｌ
を構成する基地局装置である。すなわち、ＬＡＡセルは、ＭＣＧにおいて、プライマリセ
ルからアシストされる。なお、ＭＣＧにセカンダリセルがさらに設定された場合、ＬＡＡ
セルは、そのセカンダリセルからアシストされてもよい。
【００８６】
　図３は、本実施形態に係る基地局装置２のブロック構成の一例を示す概略図である。基
地局装置２は、上位層（上位層制御情報通知部、上位層処理部）３０１、制御部（基地局
制御部）３０２、コードワード生成部３０３、下りリンクサブフレーム生成部３０４、Ｏ
ＦＤＭ信号送信部（下りリンク送信部）３０６、送信アンテナ（基地局送信アンテナ）３
０７、受信アンテナ（基地局受信アンテナ）３０８、ＳＣ－ＦＤＭＡ信号受信部（ＣＳＩ
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受信部）３０９、上りリンクサブフレーム処理部３１０を有する。下りリンクサブフレー
ム生成部３０４は、下りリンク参照信号生成部３０５を有する。また、上りリンクサブフ
レーム処理部３１０は、上りリンク制御情報抽出部（ＣＳＩ取得部）３１１を有する。
【００８７】
　図４は、本実施形態に係る端末装置１のブロック構成の一例を示す概略図である。端末
装置１は、受信アンテナ（端末受信アンテナ）４０１、ＯＦＤＭ信号受信部（下りリンク
受信部）４０２、下りリンクサブフレーム処理部４０３、トランスポートブロック抽出部
（データ抽出部）４０５、制御部（端末制御部）４０６、上位層（上位層制御情報取得部
、上位層処理部）４０７、チャネル状態測定部（ＣＳＩ生成部）４０８、上りリンクサブ
フレーム生成部４０９、ＳＣ－ＦＤＭＡ信号送信部（ＵＣＩ送信部）４１１、送信アンテ
ナ（端末送信アンテナ）４１２を有する。下りリンクサブフレーム処理部４０３は、下り
リンク参照信号抽出部４０４を有する。また、上りリンクサブフレーム生成部４０９は、
上りリンク制御情報生成部（ＵＣＩ生成部）４１０を有する。
【００８８】
　まず、図３および図４を用いて、下りリンクデータの送受信の流れについて説明する。
基地局装置２において、制御部３０２は、下りリンクにおける変調方式および符号化率な
どを示すＭＣＳ（Ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ　ａｎｄ　Ｃｏｄｉｎｇ　Ｓｃｈｅｍｅ）、デー
タ送信に用いるＲＢを示す下りリンクリソース割り当て、ＨＡＲＱの制御に用いる情報（
リダンダンシーバージョン、ＨＡＲＱプロセス番号、新データ指標）を保持し、これらに
基づいてコードワード生成部３０３や下りリンクサブフレーム生成部３０４を制御する。
上位層３０１から送られてくる下りリンクデータ（下りリンクトランスポートブロックと
も称す）は、コードワード生成部３０３において、制御部３０２の制御の下で、誤り訂正
符号化やレートマッチング処理などの処理が施され、コードワードが生成される。１つの
セルにおける１つのサブフレームにおいて、最大２つのコードワードが同時に送信される
。下りリンクサブフレーム生成部３０４では、制御部３０２の指示により、下りリンクサ
ブフレームが生成される。まず、コードワード生成部３０３において生成されたコードワ
ードは、ＰＳＫ（Ｐｈａｓｅ　Ｓｈｉｆｔ　Ｋｅｙｉｎｇ）変調やＱＡＭ（Ｑｕａｄｒａ
ｔｕｒｅ　Ａｍｐｌｉｔｕｄｅ　Ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ）変調などの変調処理により、変
調シンボル系列に変換される。また、変調シンボル系列は、一部のＲＢ内のＲＥにマッピ
ングされ、プレコーディング処理によりアンテナポート毎の下りリンクサブフレームが生
成される。このとき、上位層３０１から送られてくる送信データ系列は、上位層における
制御情報（例えば専用（個別）ＲＲＣ（Ｒａｄｉｏ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｃｏｎｔｒｏｌ
）シグナリング）である上位層制御情報を含む。また、下りリンク参照信号生成部３０５
では、下りリンク参照信号が生成される。下りリンクサブフレーム生成部３０４は、制御
部３０２の指示により、下りリンク参照信号を下りリンクサブフレーム内のＲＥにマッピ
ングする。下りリンクサブフレーム生成部３０４で生成された下りリンクサブフレームは
、ＯＦＤＭ信号送信部３０６においてＯＦＤＭ信号に変調され、送信アンテナ３０７を介
して送信される。なお、ここではＯＦＤＭ信号送信部３０６と送信アンテナ３０７を一つ
ずつ有する構成を例示しているが、複数のアンテナポートを用いて下りリンクサブフレー
ムを送信する場合は、ＯＦＤＭ信号送信部３０６と送信アンテナ３０７とを複数有する構
成であってもよい。また、下りリンクサブフレーム生成部３０４は、ＰＤＣＣＨやＥＰＤ
ＣＣＨなどの物理層の下りリンク制御チャネルを生成して下りリンクサブフレーム内のＲ
Ｅにマッピングする能力も有することができる。複数の基地局装置（基地局装置２－１お
よび基地局装置２－２）は、それぞれ個別の下りリンクサブフレームを送信する。なお、
ＬＡＡセルで運用される基地局装置２は、チャネルがアイドルかビジーかを判定するＣＣ
Ａチェック部３１２を含んで構成される。ＣＣＡチェック部３１２は、受信アンテナ３０
８からの受信電力を用いて判定する方法や、上りリンクサブフレーム処理部３１０からの
特定の信号を検出したか否かで判定する方法などが実装される。ＣＣＡチェック部３１２
の判定結果は制御部３０２に送られ、送信の制御に用いられる。
【００８９】
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　端末装置１では、受信アンテナ４０１を介して、ＯＦＤＭ信号受信部４０２においてＯ
ＦＤＭ信号が受信され、ＯＦＤＭ復調処理が施される。下りリンクサブフレーム処理部４
０３は、まずＰＤＣＣＨやＥＰＤＣＣＨなどの物理層の下りリンク制御チャネルを検出す
る。より具体的には、下りリンクサブフレーム処理部４０３は、ＰＤＣＣＨやＥＰＤＣＣ
Ｈが割り当てられ得る領域においてＰＤＣＣＨやＥＰＤＣＣＨが送信されたものとしてデ
コードし、予め付加されているＣＲＣ（Ｃｙｃｌｉｃ　Ｒｅｄｕｎｄａｎｃｙ　Ｃｈｅｃ
ｋ）ビットを確認する（ブラインドデコーディング）。すなわち、下りリンクサブフレー
ム処理部４０３は、ＰＤＣＣＨやＥＰＤＣＣＨをモニタリングする。ＣＲＣビットが予め
基地局装置から割り当てられたＩＤ（Ｃ－ＲＮＴＩ（Ｃｅｌｌ－Ｒａｄｉｏ　Ｎｅｔｗｏ
ｒｋ　Ｔｅｍｐｏｒａｒｙ　Ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ）、ＳＰＳ－Ｃ－ＲＮＴＩ（Ｓｅｍｉ
　Ｐｅｒｓｉｓｔｅｎｔ　Ｓｃｈｅｄｕｌｉｎｇ―Ｃ－ＲＮＴＩ）など１つの端末に対し
て１つ割り当てられる端末固有識別子、あるいはＴｅｍｐｏｒａｌｙ　Ｃ－ＲＮＴＩ）と
一致する場合、下りリンクサブフレーム処理部４０３は、ＰＤＣＣＨあるいはＥＰＤＣＣ
Ｈを検出できたものと認識し、検出したＰＤＣＣＨあるいはＥＰＤＣＣＨに含まれる制御
情報を用いてＰＤＳＣＨを取り出す。制御部４０６は、制御情報に基づく下りリンクにお
ける変調方式および符号化率などを示すＭＣＳ、下りリンクデータ送信に用いるＲＢを示
す下りリンクリソース割り当て、ＨＡＲＱの制御に用いる情報を保持し、これらに基づい
て下りリンクサブフレーム処理部４０３やトランスポートブロック抽出部４０５などを制
御する。より具体的には、制御部４０６は、下りリンクサブフレーム生成部３０４におけ
るＲＥマッピング処理や変調処理に対応するＲＥデマッピング処理や復調処理などを行う
ように制御する。受信した下りリンクサブフレームから取り出されたＰＤＳＣＨは、トラ
ンスポートブロック抽出部４０５に送られる。また、下りリンクサブフレーム処理部４０
３内の下りリンク参照信号抽出部４０４は、下りリンクサブフレームから下りリンク参照
信号を取り出す。トランスポートブロック抽出部４０５では、コードワード生成部３０３
におけるレートマッチング処理、誤り訂正符号化に対応するレートマッチング処理、誤り
訂正復号化などが施され、トランスポートブロックが抽出され、上位層４０７に送られる
。トランスポートブロックには、上位層制御情報が含まれており、上位層４０７は上位層
制御情報に基づいて制御部４０６に必要な物理層パラメータを知らせる。なお、複数の基
地局装置２（基地局装置２－１および基地局装置２－２）は、それぞれ個別の下りリンク
サブフレームを送信しており、端末装置１ではこれらを受信するため、上述の処理を複数
の基地局装置２毎の下りリンクサブフレームに対して、それぞれ行うようにしてもよい。
このとき、端末装置１は複数の下りリンクサブフレームが複数の基地局装置２から送信さ
れていると認識してもよいし、認識しなくてもよい。認識しない場合、端末装置１は、単
に複数のセルにおいて複数の下りリンクサブフレームが送信されていると認識するだけで
もよい。また、トランスポートブロック抽出部４０５では、トランスポートブロックが正
しく検出できたか否かを判定し、判定結果は制御部４０６に送られる。なお、ＬＡＡセル
で運用される端末装置１は、チャネルがアイドルかビジーかを判定するＣＣＡチェック部
４１３を含んで構成される。ＣＣＡチェック部４１３は、受信アンテナ４０１からの受信
電力を用いて判定する方法や、下りリンクサブフレーム処理部４０３からの特定の信号を
検出したか否かで判定する方法などが実装される。ＣＣＡチェック部４１３の判定結果は
制御部４０６に送られ、送信の制御に用いられる。
【００９０】
　次に、上りリンク信号の送受信の流れについて説明する。端末装置１では制御部４０６
の指示の下で、下りリンク参照信号抽出部４０４で抽出された下りリンク参照信号がチャ
ネル状態測定部４０８に送られ、チャネル状態測定部４０８においてチャネル状態および
／または干渉が測定され、さらに測定されたチャネル状態および／または干渉に基づいて
、ＣＳＩが算出される。また、制御部４０６は、トランスポートブロックが正しく検出で
きたか否かの判定結果に基づいて、上りリンク制御情報生成部４１０にＨＡＲＱ－ＡＣＫ
（ＤＴＸ（未送信）、ＡＣＫ（検出成功）またはＮＡＣＫ（検出失敗））の生成および下
りリンクサブフレームへのマッピングを指示する。端末装置１は、これらの処理を複数の
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セル毎の下りリンクサブフレームに対して、それぞれ行う。上りリンク制御情報生成部４
１０では、算出されたＣＳＩおよび／またはＨＡＲＱ－ＡＣＫを含むＰＵＣＣＨが生成さ
れる。上りリンクサブフレーム生成部４０９では、上位層４０７から送られる上りリンク
データを含むＰＵＳＣＨと、上りリンク制御情報生成部４１０において生成されるＰＵＣ
ＣＨとが上りリンクサブフレーム内のＲＢにマッピングされ、上りリンクサブフレームが
生成される。上りリンクサブフレームは、ＳＣ－ＦＤＭＡ信号送信部４１１において、Ｓ
Ｃ－ＦＤＭＡ変調が施されＳＣ－ＦＤＭＡ信号が生成され、送信アンテナ４１２を介して
送信される。
【００９１】
　ここで、端末装置１はＣＲＳまたはＣＳＩ－ＲＳ（非ゼロ電力ＣＳＩ－ＲＳ）に基づい
てＣＱＩの値を計算するためのチャネル測定を行う（導出する）。端末装置１が、ＣＲＳ
、または、ＣＳＩ－ＲＳに基づいて導出するかは上位層シグナルによって切り替えられる
。具体的には、ＣＳＩ－ＲＳが設定される送信モードにおいては、ＣＳＩ－ＲＳのみに基
づいてＣＱＩを計算するためのチャネル測定を導出する。具体的には、ＣＳＩ－ＲＳが設
定されない送信モードにおいては、ＣＲＳに基づいてＣＱＩを計算するためのチャネル測
定を導出する。ＣＳＩを計算するためのチャネル測定で用いられるＲＳは、第１のＲＳと
も呼称される。
【００９２】
　ここで、端末装置１は、上位層で設定された場合、ＣＳＩ－ＩＭまたは第２のＲＳに基
づいてＣＱＩを計算するための干渉測定を行う（導出する）。具体的には、ＣＳＩ－ＩＭ
が設定される送信モードにおいて、ＣＳＩ－ＩＭに基づいてＣＱＩを計算するための干渉
測定を導出する。具体的には、ＣＳＩ－ＩＭが設定される送信モードにおいて、ＣＳＩプ
ロセスに関連付けられたＣＳＩ－ＩＭリソースのみに基づいて前記ＣＳＩプロセスに対応
するＣＱＩの値を計算するための干渉測定を導出する。ＣＳＩを計算するためのチャネル
測定で用いられるＲＳまたはＩＭは、第２のＲＳとも呼称される。
【００９３】
　尚、端末装置１は、ＣＲＳに基づいてＣＱＩを計算するための干渉測定を行ってもよい
（導出してもよい）。例えば、ＣＳＩ－ＩＭが設定されない場合に、ＣＲＳに基づいてＣ
ＱＩを計算するための干渉測定を導出してもよい。
【００９４】
　尚、ＣＱＩを計算するためのチャネルおよび／または干渉は、同様にＰＭＩまたはＲＩ
を計算するためのチャネルおよび／または干渉に用いてもよい。
【００９５】
　以下では、ＬＡＡセルの詳細について説明する。
【００９６】
　ＬＡＡセルが用いる周波数は、他の通信システムおよび／または他のＬＴＥオペレータ
と共用される。周波数の共用において、ＬＡＡセルは、他の通信システムおよび／または
他のＬＴＥオペレータとの公平性が必要になる。例えば、ＬＡＡセルで用いられる通信方
式において、公平な周波数共用技術（方法）が必要である。換言すると、ＬＡＡセルは、
公平な周波数共用技術が適用できる（用いられる）通信方式（通信手順）を行うセルであ
る。
【００９７】
　公平な周波数共用技術の一例は、ＬＢＴ（Listen-Before-Talk）である。ＬＢＴは、あ
る基地局または端末がある周波数（コンポーネントキャリア、キャリア、セル、チャネル
、媒体）を用いて信号を送信する前に、その周波数の干渉電力（干渉信号、受信電力、受
信信号、雑音電力、雑音信号）などを測定（検出）することにより、その周波数がアイド
ル状態（空いている状態、混雑していない状態、Absence、Clear）であるか、またはビジ
ー状態（空いていない状態、混雑している状態、Presence、Occupied）であるかを、識別
（検出、想定、決定）する。ＬＢＴに基づいて、その周波数がアイドル状態であると識別
した場合、そのＬＡＡセルはその周波数における所定のタイミングで信号を送信すること



(21) JP 2018-152626 A 2018.9.27

10

20

30

40

50

ができる。ＬＢＴに基づいて、その周波数がビジー状態であると識別した場合、そのＬＡ
Ａセルはその周波数における所定のタイミングでは信号を送信しない。ＬＢＴによって、
他の通信システムおよび／または他のＬＴＥオペレータを含む他の基地局および／または
端末が送信している信号に対して、干渉しないように制御できる。なお、下りリンク送信
の前に基地局装置が行うＬＢＴを下りリンクＬＢＴ、上りリンク送信の前に端末装置が行
うＬＢＴを上りリンクＬＢＴと呼称される。また、サイドリンク送信のために端末装置が
行うＬＢＴをサイドリンクＬＢＴと呼称してもよい。
【００９８】
　ＬＢＴの手順は、ある基地局または端末がその周波数（チャネル）を用いる前にＣＣＡ
（Clear Channel Assessment）チェックを適用するメカニズムとして定義される。そのＣ
ＣＡは、その周波数がアイドル状態かビジー状態かどうかを識別するために、そのチャネ
ルにおいて、他の信号の有無を決定するための電力検出または信号検出を行う。なお、本
実施形態において、ＣＣＡの定義はＬＢＴの定義と同等であってもよい。なお、本実施形
態において、ＣＣＡはキャリアセンスとも呼称される。
【００９９】
　ＣＣＡにおいて、他の信号の有無を決定する方法は、様々な方法を用いることができる
。例えば、ＣＣＡは、ある周波数における干渉電力が、あるしきい値を超えるかどうかに
基づいて決定する。また、例えば、ＣＣＡは、ある周波数における所定の信号またはチャ
ネルの受信電力が、あるしきい値を超えるかどうかに基づいて決定する。そのしきい値は
予め規定されてもよい。そのしきい値は基地局または他の端末から設定されてもよい。そ
のしきい値は送信電力（最大送信電力）などの他の値（パラメータ）に少なくとも基づい
て決定（設定）されてもよい。また、例えば、ＣＣＡは、ある周波数における所定のチャ
ネルが復号できたか否かに基づいて決定する。
【０１００】
　ＬＢＴの手順として、１度のＣＣＡチェックを行った後に信号を送信することができる
ＩＣＣＡ（Initial CCA、single sensing、LBT category 2、FBE: Frame-based Equipmen
t）と、所定回数のＣＣＡチェックを行った後に信号を送信することができるＥＣＣＡ（E
xtended CCA、multiple sensing、LBT category 3/4、LBE: Load-based Equipment）があ
る。ＩＣＣＡによってＣＣＡチェックを行う期間を、ＩＣＣＡ期間、またはＩＣＣＡスロ
ット長と称され、例えば、３４マイクロ秒である。またＥＣＣＡによってＣＣＡチェック
を行う期間を、ＥＣＣＡ期間、またはＥＣＣＡスロット長と称され、例えば、９マイクロ
秒である。なお、所定回数は、バックオフカウンタ（カウンタ、乱数カウンタ、ＥＣＣＡ
カウンタ）とも称される。また、その周波数がビジー状態からアイドル状態に変化した後
に、ＣＣＡチェックを行う期間を、デファ期間（ｄｅｆｅｒ　ｐｅｒｉｏｄ）、またはＥ
ＣＣＡ　デファ期間（ＥＣＣＡ　ｄｅｆｅｒ　ｐｅｒｉｏｄ）と称され、例えば、３４マ
イクロ秒である。
【０１０１】
　図６に、下りリンク送信におけるＬＢＴ（LBT category 4、LBE）の手順の一例を示す
。基地局装置は、下りリンク送信を待機しているアイドル状態（Ｓ６０１）から、端末装
置に対して下りリンク送信が必要な情報（データ、バッファ、ロード、トラヒック）が発
生した場合、送信が必要か否かを決定し（Ｓ６０２）、初期ＣＣＡ（Ｓ６０３）に移行す
る。初期ＣＣＡでは、初期ＣＣＡ期間（Initial CCA period）にＣＣＡチェックを行い、
チャネルがアイドルかビジーかを感知する（Ｓ６０３１）。初期ＣＣＡ（Ｓ６０３）を行
った結果、チャネルがアイドルであったと判断した場合、基地局装置はそのチャネルのア
クセス権を獲得し、送信の動作に移行する。そして、そのタイミングで実際に下りリンク
送信を行うか否かを判断し（Ｓ６０４）、下りリンク送信を行うと決定した場合に下りリ
ンク送信を行う（Ｓ６０５）。その下りリンク送信を行った後、他の下りリンク送信が必
要な情報がまだ存在（残留）しているか否かを判別する（Ｓ６０６）。他の下りリンク送
信が必要な情報がまだ存在（残留）していない場合には、アイドル状態（Ｓ６０１）に戻
る。一方で、初期ＣＣＡ（Ｓ６０３）を行った結果、チャネルがビジーであったと判断し
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た場合や、他の下りリンク送信が必要な情報がまだ存在（残留）しているか否かの判別（
Ｓ６０６）の結果、下りリンク送信後に他の下りリンク送信が必要な情報がまだ存在（残
留）している場合には、拡張ＣＣＡ（Ｓ６０７）に移行する。拡張ＣＣＡでは、初めに、
基地局装置は０からｑ－１の範囲からランダムにカウンタ値Ｎを生成する（Ｓ６０７１）
。次に、基地局装置はＥＣＣＡデファ区間でチャネルがアイドルかビジーかを感知する（
Ｓ６０７２）。ＥＣＣＡデファ区間においてチャネルがビジーであると判断した場合は、
再度ＥＣＣＡデファ区間でチャネルがアイドルかビジーかを感知する（Ｓ６０７２）。一
方で、ＥＣＣＡデファ区間においてチャネルがアイドルであると判断した場合は、次に、
基地局装置は、１つのＥＣＣＡスロット時間でチャネル（媒体）を感知し（Ｓ６０７３）
、そのチャネルがアイドルかビジーかを判断する（Ｓ６０７４）。そのチャネルがアイド
ルと判断した場合は、カウンタ値Ｎから１つ減らし（Ｓ６０７５）、そのチャネルがビジ
ーと判断した場合は、再度ＥＣＣＡデファ区間でチャネルを感知するプロセス（Ｓ６０７
２）に戻る。そして、基地局装置は、カウンタ値が０になったか否かを判断し（Ｓ６０７
６）、カウンタ値が０になった場合には、送信を行うプロセス（Ｓ６０４、Ｓ６０５）に
移行する。一方で、カウンタ値が０ではない場合には、再度１つのＥＣＣＡスロット時間
でチャネル（媒体）を感知する（Ｓ６０７３）。なお、カウンタ値Ｎを生成する際の衝突
窓ｑの値はチャネルの状態に応じてＸとＹの間の値となるように更新される（Ｓ６０７７
）。
【０１０２】
　衝突窓ｑの値は、例えば、その基地局装置が送信するＰＤＳＣＨのＨＡＲＱ－ＡＣＫ応
答や、その基地局装置のチャネルの感知によって得られる電力値や、ＲＳＲＰ、ＲＳＲＱ
、および／またはＲＳＳＩの報告、などに基づいて決定される。衝突窓ｑの値は、一例と
して、指数的に増加される。また、衝突窓ｑの値を決定する際に用いられる最小値Ｘと最
大値Ｙの値は、上位層で設定されるパラメータである。
【０１０３】
　なお、図６のＬＢＴの手順において、拡張ＣＣＡを行わなくてもよい。具体的には、初
期ＣＣＡ（Ｓ６０３）の結果、チャネルがビジーであったと判断した場合は、拡張ＣＣＡ
のプロセス（Ｓ６０７）に遷移せず、基地局装置はアイドル状態（Ｓ６０１）に戻っても
よい。また、下りリンク送信を行った後に他の下りリンク送信が必要な情報がまだ存在し
ている場合（Ｓ６０６）においても、拡張ＣＣＡのプロセス（Ｓ６０７）に遷移せず、基
地局装置はアイドル状態（Ｓ６０１）に戻ってもよい。この様なプロセスを行うＬＢＴは
、LBT category 2とも呼称される。この様なプロセスを行うＬＢＴは、例えば、ＤＳの送
信や、１ｍｓ以下の長さのＰＤＳＣＨ送信、ＰＤＣＣＨのみの送信のためのＬＢＴとして
適用されてもよい。
【０１０４】
　なお、ＬＡＡセルにおけるＣＣＡは、そのＬＡＡセルに接続している（設定されている
）端末が認識する必要はない。
【０１０５】
　端末装置１は、ＬＡＡセルにおけるＣＣＡが完了した後からの送信を検出できる場合、
最初の送信を検出した後から送信が数サブフレーム連続する、とみなしてよい。送信が連
続する数サブフレームを、送信バーストとも呼称される。特に、ＰＤＳＣＨの送信が連続
する数サブフレームを、ＰＤＳＣＨ送信バーストと呼称される。ＰＤＳＣＨ送信バースト
には、ＰＤＳＣＨ以外のチャネルおよび／または信号を含んでもよい。例えば、ＰＤＳＣ
Ｈ送信バーストには、ＰＤＳＣＨとＤＳが含まれて送信されてもよい。また、特に、ＤＳ
のみが送信される数サブフレームを、ＤＳ送信バーストと呼称される。送信バーストによ
って連続して送信されるサブフレーム数は、ＲＲＣメッセージによって端末装置１に設定
されてもよい。本実施形態では、下りリンク信号またはチャネルの送信バーストを下りリ
ンク送信、上りリンク信号またはチャネルの送信バーストを上りリンク送信、とも称する
。
【０１０６】
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　端末装置は、送信バーストの先頭に含まれる予約信号を検出した場合に、その送信バー
ストを検知することができる。端末装置は、その予約信号を検出したサブフレームから数
サブフレームを送信バーストとみなす。なお、予約信号の代わりに、後述する第１の同期
信号、または、第２の同期信号、または、第３の同期信号を検出した場合に、端末装置は
、その後の数サブフレームを送信バーストとみなすこともできる。
【０１０７】
　また、端末装置は、ＤＣＩに含まれる送信バーストを指定するサブフレームの情報を復
号した場合に、送信バーストを検知することができる。そのＤＣＩは、ＣＳＳに配置され
たＰＤＣＣＨまたはＥＰＤＣＣＨに含まれて通知される。また、そのＤＣＩはＵＳＳで配
置されたＰＤＣＣＨまたはＥＰＤＣＣＨに含まれて通知されてもよい。
【０１０８】
　ＬＡＡセルは、割り当て周波数を用いるセカンダリセルとは異なるセルとして定義され
てもよい。例えば、ＬＡＡセルは、割り当て周波数を用いるセカンダリセルの設定とは異
なって設定される。ＬＡＡセルに設定されるパラメータの一部は、割り当て周波数を用い
るセカンダリセルに設定されない。割り当て周波数を用いるセカンダリセルに設定される
パラメータの一部は、ＬＡＡセルに設定されない。本実施形態において、ＬＡＡセルは、
プライマリセルおよびセカンダリセルとは異なるセルとして説明するが、ＬＡＡセルはセ
カンダリセルの１つとして定義されてもよい。また、従来のセカンダリセルは第１のセカ
ンダリセルとも呼称され、ＬＡＡセルは第２のセカンダリセルとも呼称される。また、従
来のプライマリセルおよびセカンダリセルは第１のサービングセルとも呼称され、ＬＡＡ
セルは第２のサービングセルとも呼称される。
【０１０９】
　また、ＬＡＡセルは、従来のフレーム構成タイプとは異なってもよい。例えば、従来の
サービングセルは、第１のフレーム構成タイプ（ＦＤＤ、frame structure type 1）また
は第２のフレーム構成タイプ（ＴＤＤ、frame structure type 2）が用いられる（設定さ
れる）が、ＬＡＡセルは、第３のフレーム構成タイプ（frame structure type 3）が用い
られる（設定される）。尚、ＬＡＡセルは、第１のフレーム構成タイプまたは第２のフレ
ーム構成タイプが用いられてもよい（設定されてもよい）。
【０１１０】
　また、第３のフレーム構成タイプは、上りリンクおよび下りリンクが同一周波数で送信
可能なＴＤＤセルでありながら、ＦＤＤセルの特徴を有するフレーム構成タイプであるこ
とが好ましい。例えば、第３のフレーム構成タイプは、上りリンクサブフレーム、下りリ
ンクサブフレーム、および、スペシャルサブフレームを有しているが、上りリンクグラン
トを受信してから該上りリンクグラントからスケジュールされるＰＵＳＣＨが送信するま
での間隔、または、ＰＤＳＣＨを受信してから該ＰＤＳＣＨに対するＨＡＲＱフィードバ
ックの間隔は、ＦＤＤセルと同様であってもよい。
【０１１１】
　また、第３のフレーム構成タイプは、従来のＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ設定（TDD uplink/dow
nlink configuration）に依存しないフレーム構成タイプであることが好ましい。例えば
、上りリンクサブフレーム、下りリンクサブフレーム、および、スペシャルサブフレーム
は、無線フレームに対して非周期的に設定されてもよい。例えば、上りリンクサブフレー
ム、下りリンクサブフレーム、および、スペシャルサブフレームは、ＰＤＣＣＨまたはＥ
ＰＤＣＣＨに基づいて決定されてもよい。
【０１１２】
　ここで、非割り当て周波数は、所定のオペレータに対して専有周波数として割り当てら
れる割り当て周波数とは異なる周波数である。例えば、非割り当て周波数は、無線ＬＡＮ
が用いている周波数である。また、例えば、非割り当て周波数は従来のＬＴＥでは設定さ
れない周波数であり、割り当て周波数は従来のＬＴＥで設定可能な周波数である。本実施
形態において、ＬＡＡセルに設定される周波数は、非割り当て周波数として説明するが、
これに限定されるものではない。すなわち、非割り当て周波数は、ＬＡＡセルに設定され
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る周波数と置き換えることが可能である。例えば、非割り当て周波数は、プライマリセル
に設定できない周波数であり、セカンダリセルのみに設定できる周波数である。例えば、
非割り当て周波数は、複数のオペレータに対して共有される周波数も含む。また、例えば
、非割り当て周波数は、従来のプライマリセルまたはセカンダリセルとは異なる設定、想
定および／または処理がされるセルのみに設定される周波数である。
【０１１３】
　ＬＡＡセルは、ＬＴＥにおける無線フレーム、物理信号、および／または物理チャネル
などの構成および通信手順に関して、従来の方式とは異なる方式を用いるセルとすること
ができる。
【０１１４】
　例えば、ＬＡＡセルでは、プライマリセルおよび／またはセカンダリセルで設定（送信
）される所定の信号および／またはチャネルが設定（送信）されない。その所定の信号お
よび／またはチャネルは、ＣＲＳ、ＤＳ、ＰＤＣＣＨ、ＥＰＤＣＣＨ、ＰＤＳＣＨ、ＰＳ
Ｓ、ＳＳＳ、ＰＢＣＨ、ＰＨＩＣＨ、ＰＣＦＩＣＨ、ＣＳＩ－ＲＳおよび／またはＳＩＢ
などを含む。例えば、ＬＡＡセルで設定されない信号および／またはチャネルは、以下の
通りである。なお、以下で説明される信号および／またはチャネルは組み合わせて用いら
れてもよい。なお、本実施形態において、ＬＡＡセルで設定されない信号および／または
チャネルは、端末がそのＬＡＡセルからの送信を期待しない信号および／またはチャネル
と読み替えてもよい。
　　（１）ＬＡＡセルでは、物理レイヤの制御情報は、ＰＤＣＣＨで送信されず、ＥＰＤ
ＣＣＨのみで送信される。
　　（２）ＬＡＡセルでは、アクティベーション（オン）であるサブフレームにおいても
、全てのサブフレームでＣＲＳ、ＤＭＲＳ、ＵＲＳ、ＰＤＣＣＨ、ＥＰＤＣＣＨおよび／
またはＰＤＳＣＨが送信されず、端末は全てのサブフレームで送信されていることを想定
しない。
　　（３）ＬＡＡセルでは、端末は、アクティベーション（オン）であるサブフレームに
おいて、ＤＳ、ＰＳＳ、および／またはＳＳＳが送信されていることを想定する。
　　（４）ＬＡＡセルでは、端末は、ＣＲＳのマッピングに関する情報がサブフレーム毎
に通知され、その情報に基づいて、ＣＲＳのマッピングの想定を行う。例えば、ＣＲＳの
マッピングの想定は、そのサブフレームの全てのリソースエレメントにマッピングされな
い。ＣＲＳのマッピングの想定は、そのサブフレームの一部のリソースエレメント（例え
ば、先頭の２ＯＦＤＭシンボルにおける全てのリソースエレメント）にマッピングされな
い。ＣＲＳのマッピングの想定は、そのサブフレームの全てのリソースエレメントにマッ
ピングされる。また、例えば、ＣＲＳのマッピングに関する情報は、そのＬＡＡセルまた
はそのＬＡＡセルとは異なるセルから通知される。ＣＲＳのマッピングに関する情報は、
ＤＣＩに含まれ、ＰＤＣＣＨまたはＥＰＤＣＣＨによって通知される。
【０１１５】
　また、例えば、ＬＡＡセルでは、プライマリセルおよび／またはセカンダリセルで設定
（送信）されない所定の信号および／またはチャネルが設定（送信）される。
【０１１６】
　また、例えば、ＬＡＡセルでは、下りリンクコンポーネントキャリアまたはサブフレー
ムのみが定義され、下りリンク信号および／またはチャネルのみが送信される。すなわち
、ＬＡＡセルでは、上りリンクコンポーネントキャリアまたはサブフレームが定義されず
、上りリンク信号および／またはチャネルは送信されない。
【０１１７】
　また、例えば、ＬＡＡセルでは、対応できるＤＣＩ（Downlink Control Information）
フォーマットが、プライマリセルおよび／またはセカンダリセルに対応できるＤＣＩフォ
ーマットと異なる。ＬＡＡセルのみに対応するＤＣＩフォーマットが規定される。ＬＡＡ
セルに対応するＤＣＩフォーマットは、ＬＡＡセルのみに有効な制御情報を含む。
【０１１８】
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　端末装置は、上位層によるパラメータによって、ＬＡＡセルを認知することができる。
例えば、要素キャリアの中心周波数を通知するパラメータから、端末装置は、従来のセル
（バンド）またはＬＡＡセル（ＬＡＡバンド）を認知することができる。この場合、中心
周波数に関連する情報とセル（バンド）の種類が関連付けている。
【０１１９】
　また、例えば、ＬＡＡセルでは、信号および／またはチャネルの想定が、従来のセカン
ダリセルと異なる。
【０１２０】
　まず、従来のセカンダリセルにおける信号および／またはチャネルの想定を説明する。
以下の条件の一部または全部を満たす端末は、ＤＳの送信を除いて、ＰＳＳ、ＳＳＳ、Ｐ
ＢＣＨ、ＣＲＳ、ＰＣＦＩＣＨ、ＰＤＳＣＨ、ＰＤＣＣＨ、ＥＰＤＣＣＨ、ＰＨＩＣＨ、
ＤＭＲＳおよび／またはＣＳＩ－ＲＳが、そのセカンダリセルによって送信されないかも
しれないと想定する。また、その端末は、ＤＳがそのセカンダリセルによって常に送信さ
れていると想定する。また、その想定は、その端末があるキャリア周波数におけるセカン
ダリセルにおいてアクティベーションコマンド（活性化するためのコマンド）が受信され
るサブフレームまで継続する。
　　（１）端末がＤＳに関する設定（パラメータ）をサポートする。
　　（２）端末がそのセカンダリセルにおいて、ＤＳに基づくＲＲＭ測定が設定される。
　　（３）そのセカンダリセルはデアクティベーション（非活性化された状態）である。
　　（４）端末は、そのセカンダリセルにおいて、上位層によってＭＢＭＳを受信するこ
とが設定されていない。
【０１２１】
　また、そのセカンダリセルがアクティベーション（活性化された状態）である場合、端
末は、設定された所定のサブフレームまたは全てのサブフレームにおいて、ＰＳＳ、ＳＳ
Ｓ、ＰＢＣＨ、ＣＲＳ、ＰＣＦＩＣＨ、ＰＤＳＣＨ、ＰＤＣＣＨ、ＥＰＤＣＣＨ、ＰＨＩ
ＣＨ、ＤＭＲＳおよび／またはＣＳＩ－ＲＳがそのセカンダリセルによって送信されると
想定する。
【０１２２】
　次に、ＬＡＡセルにおける信号および／またはチャネルの想定の一例を説明する。以下
の条件の一部または全部を満たす端末は、ＤＳの送信を含めて、ＰＳＳ、ＳＳＳ、ＰＢＣ
Ｈ、ＣＲＳ、ＰＣＦＩＣＨ、ＰＤＳＣＨ、ＰＤＣＣＨ、ＥＰＤＣＣＨ、ＰＨＩＣＨ、ＤＭ
ＲＳおよび／またはＣＳＩ－ＲＳが、そのＬＡＡセルによって送信されないかもしれない
と想定する。また、その想定は、その端末があるキャリア周波数におけるセカンダリセル
においてアクティベーションコマンド（活性化するためのコマンド）が受信されるサブフ
レームまで継続する。
　　（１）端末がＤＳに関する設定（パラメータ）をサポートする。
　　（２）端末がそのＬＡＡセルにおいて、ＤＳに基づくＲＲＭ測定が設定される。
　　（３）そのＬＡＡセルはデアクティベーション（非活性化された状態）である。
　　（４）端末は、そのＬＡＡセルにおいて、上位層によってＭＢＭＳを受信することが
設定されていない。
【０１２３】
　また、ＬＡＡセルにおける信号および／またはチャネルの想定の別の一例を説明する。
そのＬＡＡセルがデアクティベーション（非活性化された状態）である場合、そのＬＡＡ
セルにおける信号および／またはチャネルの想定は、従来のセカンダリセルにおける信号
および／またはチャネルの想定と同じである。そのＬＡＡセルがアクティベーション（活
性化された状態）である場合、そのＬＡＡセルにおける信号および／またはチャネルの想
定は、従来のセカンダリセルにおける信号および／またはチャネルの想定と異なる。例え
ば、そのＬＡＡセルがアクティベーション（活性化された状態）である場合、端末は、そ
のＬＡＡセルが、そのＬＡＡセルに設定された所定のサブフレームを除いて、ＰＳＳ、Ｓ
ＳＳ、ＰＢＣＨ、ＣＲＳ、ＰＣＦＩＣＨ、ＰＤＳＣＨ、ＰＤＣＣＨ、ＥＰＤＣＣＨ、ＰＨ
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ＩＣＨ、ＤＭＲＳおよび／またはＣＳＩ－ＲＳが送信されないかもしれないと想定する。
その詳細は後述する。
【０１２４】
　また、ＣＣＡは、１つのサブフレームで行われることを示したが、ＣＣＡを行う時間（
期間）はこれに限定されるものではない。ＣＣＡを行う時間は、ＬＡＡセル毎、ＣＣＡの
タイミング毎、ＣＣＡの実行毎に変動してもよい。例えば、ＣＣＡは、所定の時間スロッ
ト（時間間隔、時間領域）に基づいた時間で行う。その所定の時間スロットは、１つのサ
ブフレームを所定数に分割した時間で規定または設定されてもよい。その所定の時間スロ
ットは、所定数のサブフレームで規定または設定されてもよい。
【０１２５】
　また、本実施形態において、ＣＣＡを行う時間（時間スロット）や、あるサブフレーム
においてチャネルおよび／または信号が送信される（送信できる）時間などの、時間領域
におけるフィールドのサイズは、所定の時間ユニットを用いて表現できる。例えば、時間
領域におけるフィールドのサイズは、いくつかの時間ユニットＴｓとして表現される。Ｔ
ｓは、1/(15000*2048)秒である。例えば、１つのサブフレームの時間は、30720*Ts（１ミ
リ秒）である。例えば、１つのＩＣＣＡスロット長またはｄｅｆｅｒ期間は、1044*Ts（
約33.98マイクロ秒）、または1045*Ts（約34.02マイクロ秒）である。例えば、１つのＥ
ＣＣＡスロット長は、276*Ts（約8.984マイクロ秒）、または277*Ts（約9.017マイクロ秒
）である。例えば、１つのＥＣＣＡスロット長は、307*Ts（約9.993マイクロ秒）、また
は308*Ts（約10.03マイクロ秒）である。
【０１２６】
　また、ＬＡＡセルがあるサブフレームにおける途中のシンボルから、チャネルおよび／
または信号（予約信号を含む）を送信できるか否かが、端末またはＬＡＡセルに対して設
定されてもよい。例えば、端末は、ＲＲＣのシグナリングによって、ＬＡＡセルに関する
設定において、そのような送信が可能かどうかを示す情報が設定される。端末は、その情
報に基づいて、ＬＡＡセルにおける受信（モニタリング、認識、復号）に関する処理を切
り替える。
【０１２７】
　また、途中のシンボルから送信が可能なサブフレーム（途中のシンボルまで送信が可能
なサブフレームも含む）は、ＬＡＡセルにおける全てのサブフレームでもよい。また、途
中のシンボルから送信が可能なサブフレームは、ＬＡＡセルに対して予め規定されたサブ
フレームまたは設定されたサブフレームでもよい。
【０１２８】
　また、途中のシンボルから送信が可能なサブフレーム（途中のシンボルまで送信が可能
なサブフレームも含む）は、ＴＤＤの上りリンク下りリンク設定（ＵＬ／ＤＬ設定）に基
づいて設定、通知または決定されることができる。例えば、そのようなサブフレームは、
ＵＬ／ＤＬ設定でスペシャルサブフレームと通知（指定）されたサブフレームである。Ｌ
ＡＡセルにおけるスペシャルサブフレームは、ＤｗＰＴＳ（Downlink Pilot Time Slot）
、ＧＰ（Guard Period）およびＵｐＰＴＳ（Uplink Pilot Time Slot）の３つのフィール
ドのうち少なくとも１つを含むサブフレームである。ＬＡＡセルにおけるスペシャルサブ
フレームに関する設定が、ＲＲＣのシグナリング、ＰＤＣＣＨまたはＥＰＤＣＣＨのシグ
ナリングによって設定または通知されてもよい。この設定は、ＤｗＰＴＳ、ＧＰおよびＵ
ｐＰＴＳの少なくとも１つに対する時間の長さを設定する。また、この設定は、予め規定
された時間の長さの候補を示すインデックス情報である。また、この設定は、従来のＴＤ
Ｄセルに設定されるスペシャルサブフレーム設定で用いられるＤｗＰＴＳ、ＧＰおよびＵ
ｐＰＴＳと同じ時間の長さを用いることができる。すなわち、あるサブフレームにおいて
送信が可能な時間の長さは、ＤｗＰＴＳ、ＧＰおよびＵｐＰＴＳのいずれかに基づいて決
まる。
【０１２９】
　また、本実施形態において、予約信号は、その予約信号を送信しているＬＡＡセルとは
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異なるＬＡＡセルが受信できる信号とすることができる。例えば、その予約信号を送信し
ているＬＡＡセルとは異なるＬＡＡセルは、その予約信号を送信しているＬＡＡセルに隣
接しているＬＡＡセル（隣接ＬＡＡセル）である。例えば、その予約信号は、そのＬＡＡ
セルにおける所定のサブフレームおよび／またはシンボルの送信状況（使用状況）に関す
る情報を含む。ある予約信号を送信しているＬＡＡセルとは異なるＬＡＡセルがその予約
信号を受信した場合、その予約信号を受信したＬＡＡセルは、その予約信号に基づいて、
所定のサブフレームおよび／またはシンボルの送信状況を認識し、その状況に応じてスケ
ジューリングを行う。
【０１３０】
　また、その予約信号を受信したＬＡＡセルは、チャネルおよび／または信号を送信する
前に、ＬＢＴを行ってもよい。そのＬＢＴは、受信した予約信号に基づいて行われる。例
えば、そのＬＢＴにおいて、予約信号を送信したＬＡＡセルが送信する（送信すると想定
される）チャネルおよび／または信号を考慮して、リソース割り当てやＭＣＳの選択など
を含むスケジューリングを行う。
【０１３１】
　また、その予約信号を受信したＬＡＡセルがその予約信号に基づいてチャネルおよび／
または信号を送信するスケジューリングを行った場合、所定の方法により、その予約信号
を送信したＬＡＡセルを含む１つ以上のＬＡＡセルにそのスケジューリングに関する情報
を通知することができる。例えば、その所定の方法は、予約信号を含む所定のチャネルお
よび／または信号を送信する方法である。また、例えば、その所定の方法は、Ｘ２インタ
ーフェースなどのバックホールを通じて通知する方法である。
【０１３２】
　また、キャリアアグリゲーションおよび／またはデュアルコネクティビティにおいて、
従来の端末は５つまでのサービングセルを設定することができたが、本実施形態における
端末は設定できるサービングセルの最大数を拡張することができる。すなわち、本実施形
態における端末は、５つを超えるサービングセルを設定できる。例えば、本実施形態にお
ける端末は１６個または３２個までのサービングセルを設定できる。例えば、本実施形態
における端末に設定される５つを超えるサービングセルは、ＬＡＡセルを含む。また、本
実施形態における端末に設定される５つを超えるサービングセルは、全てＬＡＡセルであ
ってもよい。
【０１３３】
　また、５つを超えるサービングセルを設定できる場合において、一部のサービングセル
に関する設定は従来のサービングセル（すなわち、従来のセカンダリセル）の設定と異な
ってもよい。例えば、その設定に関して、以下が異なる。以下で説明する設定は、組み合
わせて用いられてもよい。
　　（１）端末は、従来のサービングセルが５つまで設定され、従来とは異なるサービン
グセルが１１個または２７個まで設定される。すなわち、端末は、従来のプライマリセル
に加えて、従来のセカンダリセルが４つまで設定され、従来とは異なるセカンダリセルが
１１個または２７個まで設定される。
　　（２）従来とは異なるサービングセル（セカンダリセル）に関する設定は、ＬＡＡセ
ルに関する設定を含む。例えば、端末は、従来のプライマリセルに加えて、ＬＡＡセルに
関する設定を含まないセカンダリセルが４つまで設定され、従来とは異なるセカンダリセ
ルが１１個または２７個まで設定される。
【０１３４】
　また、５つを超えるサービングセルを設定できる場合において、基地局（ＬＡＡセルを
含む）および／または端末は、５つまでのサービングセルを設定する場合と異なる処理ま
たは想定を行うことができる。例えば、その処理または想定に関して、以下が異なる。以
下で説明する処理または想定は、組み合わせて用いられてもよい。
　　（１）端末は、５つを超えるサービングセルが設定された場合でも、ＰＤＣＣＨ、Ｅ
ＰＤＣＣＨおよび／またはＰＤＳＣＨは最大５つのサービングセルから同時に送信される
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（受信する）と想定する。これにより、端末は、ＰＤＣＣＨ、ＥＰＤＣＣＨおよび／また
はＰＤＳＣＨの受信と、そのＰＤＳＣＨに対するＨＡＲＱ－ＡＣＫの送信について、従来
と同様の方法を用いることができる。
　　（２）端末は、５つを超えるサービングセルが設定された場合、それらのサービング
セルにおいて、ＰＤＳＣＨに対するＨＡＲＱ－ＡＣＫのバンドリングを行うセルの組み合
わせ（グループ）が設定される。例えば、全てのサービングセル、全てのセカンダリセル
、全てのＬＡＡセル、または全ての従来とは異なるセカンダリセルは、それぞれサービン
グセル間におけるＨＡＲＱ－ＡＣＫのバンドリングに関する情報（設定）を含む。例えば
、サービングセル間におけるＨＡＲＱ－ＡＣＫのバンドリングに関する情報は、そのバン
ドリングを行う識別子（インデックス、ＩＤ）である。例えば、ＨＡＲＱ－ＡＣＫは、そ
のバンドリングを行う識別子が同じセルを渡って、バンドリングされる。そのバンドリン
グは、対象となるＨＡＲＱ－ＡＣＫに対して論理積演算によって行われる。また、そのバ
ンドリングを行う識別子の最大数は５にすることができる。また、そのバンドリングを行
う識別子の最大数は、そのバンドリングを行わないセルの数を含めて５にすることができ
る。すなわち、サービングセルを超えてバンドリングを行うグループの数を最大５にする
ことができる。これにより、端末は、ＰＤＣＣＨ、ＥＰＤＣＣＨおよび／またはＰＤＳＣ
Ｈの受信と、そのＰＤＳＣＨに対するＨＡＲＱ－ＡＣＫの送信について、従来と同様の方
法を用いることができる。
　　（３）端末は、５つを超えるサービングセルが設定された場合、それらのサービング
セルにおいて、ＰＤＳＣＨに対するＨＡＲＱ－ＡＣＫの多重（multiplexing）を行うセル
の組み合わせ（グループ）が設定される。ＰＤＳＣＨに対するＨＡＲＱ－ＡＣＫの多重を
行うセルの組み合わせ（グループ）が設定される場合、多重されたＨＡＲＱ－ＡＣＫは、
そのグループに基づいてＰＵＣＣＨまたはＰＵＳＣＨにより送信される。それぞれのグル
ープにおいて、多重されるサービングセルの最大数が規定または設定される。その最大数
は、端末に設定されるサービングセルの最大数に基づいて規定または設定される。例えば
、その最大数は、端末に設定されるサービングセルの最大数と同数、または、端末に設定
されるサービングセルの最大数の半数である。また、同時に送信されるＰＵＣＣＨの最大
数は、それぞれのグループにおいて多重されるサービングセルの最大数と、端末に設定さ
れるサービングセルの最大数とに基づいて、規定または設定される。
【０１３５】
　換言すると、設定される第１のサービングセル（すなわち、プライマリセルおよび／ま
たはセカンダリセル）の数は所定数（すなわち、５）以下であり、設定される前記第１の
サービングセルと前記第２のサービングセル（すなわち、ＬＡＡセル）の合計は前記所定
数を超える。
【０１３６】
　次に、ＬＡＡに関連する端末ケイパビリティを説明する。端末は、基地局からの指示に
基づいて、ＲＲＣのシグナリングによって、その端末のケイパビリティ（能力）に関する
情報（端末ケイパビリティ）を基地局に通知（送信）する。ある機能（特徴）に対する端
末ケイパビリティは、その機能（特徴）をサポートする場合に通知（送信）され、その機
能（特徴）をサポートしない場合に通知（送信）されない。また、ある機能（特徴）に対
する端末ケイパビリティは、その機能（特徴）のテストおよび／または実装が完了してい
るかどうかを示す情報であってもよい。例えば、本実施形態における端末ケイパビリティ
は、以下の通りである。以下で説明する端末ケイパビリティは、組み合わせて用いられて
もよい。
　　（１）ＬＡＡセルのサポートに関する端末ケイパビリティと、５つを超えるサービン
グセルの設定のサポートに関する端末ケイパビリティは、それぞれ独立に定義される。例
えば、ＬＡＡセルをサポートする端末は、５つを超えるサービングセルの設定をサポート
する。すなわち、５つを超えるサービングセルの設定をサポートしない端末は、ＬＡＡセ
ルをサポートしない。その場合、５つを超えるサービングセルの設定をサポートする端末
は、ＬＡＡセルをサポートしてもよいし、しなくてもよい。
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　　（２）ＬＡＡセルのサポートに関する端末ケイパビリティと、５つを超えるサービン
グセルの設定のサポートに関する端末ケイパビリティは、それぞれ独立に定義される。例
えば、５つを超えるサービングセルの設定をサポートする端末は、ＬＡＡセルをサポート
する。すなわち、ＬＡＡセルをサポートしない端末は、５つを超えるサービングセルの設
定をサポートしない。その場合、ＬＡＡセルをサポートする端末は、５つを超えるサービ
ングセルの設定をサポートしてもよいし、しなくてもよい。
　　（３）ＬＡＡセルにおける下りリンクに関する端末ケイパビリティと、ＬＡＡセルに
おける上りリンクに関する端末ケイパビリティは、それぞれ独立に定義される。例えば、
ＬＡＡセルにおける上りリンクをサポートする端末は、ＬＡＡセルにおける下りリンクを
サポートする。すなわち、ＬＡＡセルにおける下りリンクをサポートしない端末は、ＬＡ
Ａセルにおける上りリンクをサポートしない。その場合、ＬＡＡセルにおける下りリンク
をサポートする端末は、ＬＡＡセルにおける上りリンクをサポートしてもよいし、サポー
トしなくてもよい。
　　（４）ＬＡＡセルのサポートに関する端末ケイパビリティは、ＬＡＡセルのみに設定
される送信モードのサポートを含む。
　　（５）５つを超えるサービングセルの設定における下りリンクに関する端末ケイパビ
リティと、５つを超えるサービングセルの設定における上りリンクに関する端末ケイパビ
リティは、それぞれ独立に定義される。例えば、５つを超えるサービングセルの設定にお
ける上りリンクをサポートする端末は、５つを超えるサービングセルの設定における下り
リンクをサポートする。すなわち、５つを超えるサービングセルの設定における下りリン
クをサポートしない端末は、５つを超えるサービングセルの設定における上りリンクをサ
ポートしない。その場合、５つを超えるサービングセルの設定における下りリンクをサポ
ートする端末は、５つを超えるサービングセルの設定における上りリンクをサポートして
もよいし、サポートしなくてもよい。
　　（６）５つを超えるサービングセルの設定における端末ケイパビリティにおいて、最
大１６個の下りリンクサービングセル（コンポーネントキャリア）の設定をサポートする
端末ケイパビリティと、最大３２個の下りリンクサービングセルの設定をサポートする端
末ケイパビリティは、それぞれ独立に定義される。また、最大１６個の下りリンクサービ
ングセルの設定をサポートする端末は、少なくとも１つの上りリンクサービングセルの設
定をサポートする。最大３２個の下りリンクサービングセルの設定をサポートする端末は
、少なくとも２つの上りリンクサービングセルの設定をサポートする。すなわち、最大１
６個の下りリンクサービングセルの設定をサポートする端末は、２つ以上の上りリンクサ
ービングセルの設定をサポートしなくてもよい。
　　（７）ＬＡＡセルのサポートに関する端末ケイパビリティは、ＬＡＡセルで用いられ
る周波数（バンド）に基づいて通知される。例えば、端末がサポートする周波数または周
波数の組み合わせの通知において、通知される周波数または周波数の組み合わせがＬＡＡ
セルで用いられる周波数を少なくとも１つ含む場合、その端末はＬＡＡセルをサポートす
ることを黙示的に通知する。すなわち、通知される周波数または周波数の組み合わせがＬ
ＡＡセルで用いられる周波数を全く含まない場合、その端末はＬＡＡセルをサポートしな
いことを黙示的に通知する。
【０１３７】
　また、本実施形態において、ＬＡＡセルが、そのＬＡＡセルで送信されるＰＤＳＣＨの
ためのＤＣＩを通知するＰＤＣＣＨまたはＥＰＤＣＣＨを、送信する場合（すなわち、セ
ルフスケジューリングの場合）を説明したが、これに限定されるものではない。例えば、
ＬＡＡセルとは異なるサービングセルが、そのＬＡＡセルで送信されるＰＤＳＣＨのため
のＤＣＩを通知するＰＤＣＣＨまたはＥＰＤＣＣＨを、送信する場合（すなわち、クロス
キャリアスケジューリングの場合）においても、本実施形態で説明された方法は適用でき
る。
【０１３８】
　また、本実施形態において、チャネルおよび／または信号が送信されるシンボルを認識
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するための情報は、チャネルおよび／または信号が送信されないシンボルに基づいてもよ
い。例えば、その情報は、チャネルおよび／または信号が送信されないシンボルの最後の
シンボルを示す情報である。また、チャネルおよび／または信号が送信されるシンボルを
認識するための情報は、他の情報またはパラメータに基づいて決まってもよい。
【０１３９】
　また、本実施形態において、チャネルおよび／または信号が送信されるシンボルは、チ
ャネルおよび／または信号に対して独立に設定（通知、規定）されてもよい。すなわち、
チャネルおよび／または信号が送信されるシンボルを認識するための情報と、その通知方
法は、チャネルおよび／または信号に対して、それぞれ独立に設定（通知、規定）できる
。例えば、チャネルおよび／または信号が送信されるシンボルを認識するための情報と、
その通知方法は、ＰＤＳＣＨとＥＰＤＣＣＨでそれぞれ独立に設定（通知、規定）できる
。
【０１４０】
　また、本実施形態において、チャネルおよび／または信号が送信されない（送信できな
い）シンボル／サブフレームは、端末の観点から、チャネルおよび／または信号が送信さ
れる（送信できる）と想定されないシンボル／サブフレームとしてもよい。すなわち、そ
の端末は、そのＬＡＡセルがそのシンボル／サブフレームでチャネルおよび／または信号
を送信していないと見なすことができる。
【０１４１】
　また、本実施形態において、チャネルおよび／または信号が送信される（送信できる）
シンボル／サブフレームは、端末の観点から、チャネルおよび／または信号が送信される
かもしれないと想定するシンボル／サブフレームとしてもよい。すなわち、その端末は、
そのＬＡＡセルがそのシンボル／サブフレームでチャネルおよび／または信号を送信して
いるかもしれないし、送信していないかもしれないと見なすことができる。
【０１４２】
　また、本実施形態において、チャネルおよび／または信号が送信される（送信できる）
シンボル／サブフレームは、端末の観点から、チャネルおよび／または信号が必ず送信さ
れていると想定するシンボル／サブフレームとしてもよい。すなわち、その端末は、その
ＬＡＡセルがそのシンボル／サブフレームでチャネルおよび／または信号を必ず送信して
いると見なすことができる。
【０１４３】
　次に、ＬＡＡセルにおける下りリンクの参照信号の構成の一例を説明する。
【０１４４】
　図５は、下りリンクの参照信号の構成の一例を示す図である。一例として、ＣＲＳは、
Ｒ０～Ｒ３のＲＥに配置されることができる。Ｒ０はアンテナポート０のＣＲＳが配置さ
れるＲＥ、Ｒ１はアンテナポート１のＣＲＳが配置されるＲＥ、Ｒ２はアンテナポート２
のＣＲＳが配置されるＲＥ、Ｒ３はアンテナポート３のＣＲＳが配置されるＲＥの一例を
示す。なお、ＣＲＳは、セル識別子に関連するパラメータによって周波数方向に移って配
置されてもよい。具体的には、NcellIDｍｏｄ６の値に基づいて、ＲＥが配置を指定する
インデックスｋを増加させる。ここで、NcellIDは物理セル識別子の値である。ＤＭＲＳ
はＤ１～Ｄ２のＲＥに配置されることができる。Ｄ１はアンテナポート７、８、１１、１
３のＤＭＲＳが配置されるＲＥ、Ｄ２はアンテナポート９、１０、１２、１４のＤＭＲＳ
が配置されるＲＥの一例を示す。ＣＳＩ－ＲＳは、Ｃ１～Ｃ４のＲＥに配置されることが
できる。Ｃ０はアンテナポート１５、１６のＣＳＩ－ＲＳが配置されるＲＥ、Ｃ１はアン
テナポート１７、１８のＣＳＩ－ＲＳが配置されるＲＥ、Ｃ２はアンテナポート１９、２
０のＣＳＩ－ＲＳが配置されるＲＥ、Ｃ３はアンテナポート２１、２２のＣＳＩ－ＲＳが
配置されるＲＥの一例を示す。なお、ＣＳＩ－ＲＳは、スロット０のＯＦＤＭシンボル＃
５または＃６と、スロット１のＯＦＤＭシンボル＃１、＃２、または、＃３のＲＥに配置
されてもよい。なお、ＣＳＩ－ＲＳは、上位層のパラメータに基づいて、配置されるＲＥ
が指示される。
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【０１４５】
　次に、下りリンク送信と上りリンク送信とＬＢＴの関係性について説明する。
【０１４６】
　図７に、時間軸上における下りリンク送信と上りリンク送信の間隔とＬＢＴの種類の関
係の一例を示す。図７の（ａ）は、時間軸上において下りリンク送信と上りリンク送信の
間が十分に離れている場合を示している。下りリンク送信と上りリンク送信の間が十分に
離れている場合とは、例えば、１サブフレーム（１ミリ秒）以上の間隔が空いている場合
である。このような場合においては、下りリンク送信と上りリンク送信の間にチャネル状
態（チャネルセンシング結果）の相関が無いため、それぞれの送信に対して十分にキャリ
アセンスを行うＬＢＴを行う必要がある。ここで、図７の（ａ）の上りリンク送信の前に
行われるＬＢＴを、第一の上りリンクＬＢＴと呼称する。図７の（ｂ）は、時間軸上にお
いて下りリンク送信と上りリンク送信の間が僅かに離れている場合を示している。下りリ
ンク送信と上りリンク送信の間が僅かに離れている場合とは、例えば、数シンボル（数十
マイクロ秒から数百マイクロ秒）の間隔が空いている場合である。このような場合におい
ては、下りリンク送信の前に行ったＣＣＡによってチャネル状態（チャネルセンシング結
果）が上りリンク送信の前も保たれるとみなせるため、端末装置は簡易的なＣＣＡを行っ
てから上りリンクの信号を送信してもよい。ここで、図７の（ｂ）の上りリンク送信の前
に行われるＬＢＴを、第二の上りリンクＬＢＴと呼称する。そして、図７の（ｃ）は、時
間軸上において下りリンク送信と上りリンク送信の間が殆ど離れていない場合を示してい
る。下りリンク送信と上りリンク送信の間が殆ど離れていない場合とは、例えば、３４マ
イクロ秒や４０マイクロ秒など、数マイクロ秒から数十マイクロ秒ほど離れている場合で
ある。このような場合においては、下りリンク送信によって既に上りリンク送信のための
チャネルが予約（確保）されているため、下りリンク送信と上りリンク送信は一つの送信
バーストとみなすことができる。そのため、端末装置はＣＣＡを行わずに上りリンク送信
を行ってもよい。これらの一例のように、下りリンク送信と上りリンク送信の間隔に応じ
て、行われるＬＢＴの手順を変更することで、ＬＡＡセルにおいても上りリンクの信号お
よび／またはチャネルを能率よく送信することができる。
【０１４７】
　なお、図７における上りリンク送信と下りリンク送信を入れ替えてもよい。つまり、時
間軸上において上りリンク送信と下りリンク送信の間が殆ど離れていない場合は、下りリ
ンクＬＢＴを省略してもよい。
【０１４８】
　以下では、上りリンクＬＢＴの詳細について説明する。
【０１４９】
　なお、以下、上りリンク送信を行う前や上りリンクを送信する前とは、その上りリンク
送信が指示されたタイミング（サブフレーム）よりも前という意味である。
【０１５０】
　第一の上りリンクＬＢＴは、上りリンク送信が指示されたタイミングよりも前にバック
オフカウンタを用いて複数回ＣＣＡチェックを行う。端末装置は、バックオフカウンタの
値と同じ回数のＣＣＡチェックを試みる。全てのＣＣＡチェックにおいてチャネルがアイ
ドルであったと判断した場合に、端末装置は、そのチャネルのアクセス権を取得し、上り
リンクを送信することができる。
【０１５１】
　図８に、第一の上りリンクＬＢＴの手順の一例を示す。端末装置は、アイドル状態（Ｓ
８０１）から上りリンクグラントを検出した（Ｓ８０２）場合に、第一のＣＣＡ（Ｓ８０
３）を行う。第一のＣＣＡでは、初めに、端末装置は０からｑ－１の範囲からランダムに
カウンタ値Ｎを生成する（Ｓ８０３１）。なお、上りリンクグラントによって基地局装置
からカウンタ値Ｎに関連する数値が指示される場合は、端末装置はカウンタ値を生成せず
に、その数値に基づいたカウンタ値Ｎを用いる。なお、前回のＬＢＴでカウンタ値Ｎが０
にならず、まだカウンタ値が残っている場合は、端末装置はカウンタ値Ｎを生成せずに、
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残ったカウンタ値Ｎを用いてもよい。次に、端末装置は、所定のタイミングからＣＣＡを
開始する（Ｓ８０３２）。端末装置は、１つのＣＣＡスロット時間でチャネル（媒体）を
感知し（Ｓ８０３３）、そのチャネルがアイドルかビジーかを判断する（Ｓ８０３４）。
そのチャネルがアイドルと判断した場合は、カウンタ値Ｎから１つ減らし（Ｓ８０３５）
、そのチャネルがビジーと判断した場合は、その上りリンクグラントで指示された上りリ
ンクの送信を行わず、アイドル状態（Ｓ８０１）に戻る。端末装置は、カウンタ値が０に
なったか否かを判断し（Ｓ８０３６）、カウンタ値が０になった場合には、端末装置はそ
のチャネルのアクセス権を獲得し、送信の動作（Ｓ８０４、Ｓ８０５）に移行する。一方
で、カウンタ値が０ではない場合には、再度１つのＣＣＡスロット時間でチャネル（媒体
）を感知する（Ｓ８０３３）。なお、カウンタ値Ｎを生成する際の衝突窓ｑの値はチャネ
ルの状態に応じてＸとＹの間の値となるように更新される（Ｓ８０３７）。端末装置は、
送信を行うプロセスにおいて、そのタイミングで実際に上りリンク送信を行うか否かを判
断し（Ｓ８０４）、上りリンク送信を行うと決定した場合に上りリンク送信を行う（Ｓ８
０５）。端末装置は、上りリンク送信を行わないと決定した場合は、その上りリンクグラ
ントで指示された上りリンクの送信を行わず、アイドル状態（Ｓ８０１）に戻る。
【０１５２】
　第一のＣＣＡの期間は、下りリンクＬＢＴにおけるＥＣＣＡ期間と同じであることが好
ましい。
【０１５３】
　なお、下りリンクＬＢＴと同様に第一のＣＣＡを行う前にＩＣＣＡを行ってもよい。た
だし、ＩＣＣＡによってチャネルがアイドルだと判断したとしても上りリンクは送信され
ず、第一のＣＣＡの動作に移行する。
【０１５４】
　第二の上りリンクＬＢＴは、上りリンク送信が指示されたタイミングよりも前に一度だ
けＣＣＡチェックを行う。端末装置は、一度ＣＣＡチェックを試みる。そのＣＣＡチェッ
クにおいてチャネルがアイドルであったと判断した場合に、端末装置は、そのチャネルの
アクセス権を取得し、上りリンクを送信することができる。
【０１５５】
　図９に、第二の上りリンクＬＢＴの手順の一例を示す。端末装置は、アイドル状態（Ｓ
９０１）から上りリンクグラントを検出した（Ｓ９０２）場合に、第二のＣＣＡ（Ｓ９０
３）を行う。第二のＣＣＡでは端末装置は、所定のタイミングからＣＣＡを開始する（Ｓ
９０３１）。ＣＣＡ期間にＣＣＡチェックを行い、チャネルがアイドルかビジーかを感知
する（Ｓ９０３２）。第二のＣＣＡ（Ｓ９０３）を行った結果、チャネルがアイドルであ
ったと判断した場合、基地局装置はそのチャネルのアクセス権を獲得し、送信の動作に移
行する。一方で、第二のＣＣＡ（Ｓ９０３）を行った結果、チャネルがビジーであったと
判断した場合、その上りリンクグラントで指示された上りリンクの送信を行わず、アイド
ル状態（Ｓ９０１）に戻る。送信の動作に移行後、そのタイミングで実際に上りリンク送
信を行うか否かを判断し（Ｓ９０４）、上りリンク送信を行うと決定した場合に上りリン
ク送信を行う（Ｓ９０５）。端末装置は、上りリンク送信を行わないと決定した場合は、
その上りリンクグラントで指示された上りリンクの送信を行わず、アイドル状態（Ｓ９０
１）に戻る。
【０１５６】
　第二のＣＣＡの期間は、下りリンクＬＢＴにおけるＩＣＣＡ期間と同じであることが好
ましい。
【０１５７】
　以下では、下りリンクＬＢＴと上りリンクＬＢＴの違いを列挙する。
【０１５８】
　下りリンクＬＢＴは、基地局装置がＣＣＡチェックを行う。一方で、上りリンクＬＢＴ
は端末装置がＣＣＡチェックを行う。
【０１５９】
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　下りリンクＬＢＴは、送信が必要とする情報（データ、バッファ、ロード、トラヒック
）が発生した場合に、ＬＢＴの処理が開始される。一方で、上りリンクＬＢＴは基地局装
置からの上りリンク送信の指示がされた場合（上りリンクグラントを受信した場合）に、
ＬＢＴの処理が開始される。
【０１６０】
　なお、下りリンクＬＢＴのＩＣＣＡ期間と、第二のＣＣＡの期間は同じであることが好
ましい。なお、下りリンクＬＢＴのＥＣＣＡ期間と、第一のＣＣＡの期間は同じであるこ
とが好ましい。
【０１６１】
　次に、第一の上りリンクＬＢＴを行って上りリンクを送信する場合と、第二の上りリン
クＬＢＴを行って、または上りリンクＬＢＴを行わずに、上りリンクを送信する場合と、
の切り替えの具体例を挙げる。
【０１６２】
　一例として、上りリンク送信を指示する上りリンクグラント（ＤＣＩフォーマット０ま
たは４）に含まれる所定のフィールドに基づいて上りリンクＬＢＴの手順を切り替える。
【０１６３】
　所定のフィールドとは、例えば、端末装置に対して上りリンクＬＢＴを指定する１ビッ
トの情報である。言い換えると、その所定のフィールドとは、上りリンクグラントで指示
されたサブフレームの直前のサブフレームでチャネルを予約（確保）できているか否かを
示す１ビットの情報である。その所定の１ビットが、０（偽、無効、不可能）を示す場合
、端末装置は上りリンク送信を行う前に第一の上りリンクＬＢＴを行う。一方で、その所
定の１ビットが、１（真、有効、可能）を示す場合、端末装置は上りリンク送信を行う前
に第二の上りリンクＬＢＴを行う、または上りリンクＬＢＴを行わない。
【０１６４】
　または、所定のフィールドとは、例えば、第一の上りリンクＬＢＴで用いられるカウン
タ値Ｎに関連する情報である。その所定のフィールドが、０（無効、不可能）であった場
合、端末装置は上りリンク送信を行う前に第二の上りリンクＬＢＴを行う、または上りリ
ンクＬＢＴを行わない。一方で、その所定のフィールドに、０（無効、不可能）以外の数
値が入っていた場合、端末装置は上りリンク送信を行う前に、その数値に基づいてカウン
タ値Ｎを生成し、第一の上りリンクＬＢＴを行う。
【０１６５】
　そのカウンタ値Ｎに関連する情報は、例えば、カウンタ値Ｎである。端末装置は、端末
装置自身でカウンタ値Ｎを生成せず、その所定のフィールドの値をカウンタ値Ｎにセット
する。
【０１６６】
　また、カウンタ値Ｎに関連する情報は、例えば、設定されたカウンタ値Ｎを示すインデ
ックス情報である。端末装置に複数のカウンタ値Ｎの候補が専用ＲＲＣによって設定され
、その所定のフィールドの値を取得した場合、フィールドの情報に対応する設定されたカ
ウンタ値Ｎが用いられる。
【０１６７】
　また、カウンタ値Ｎに関連する情報は、例えば、衝突窓ｑに関連する情報である。端末
装置に複数の衝突窓ｑの候補が専用ＲＲＣによって設定される。端末装置は、その所定の
フィールドの値を取得した場合、フィールドの情報に対応する設定された衝突窓ｑの値を
用いて、カウンタ値Ｎを生成する。なお、衝突窓ｑに関連する情報は、衝突窓ｑの値でも
よい。
【０１６８】
　なお、上記の一例は、第二の上りリンクＬＢＴを行って上りリンクを送信する場合と、
または上りリンクＬＢＴを行わずに上りリンクを送信する場合と、の切り替えであっても
よい。具体的には、所定の１ビットが、０を示す場合、端末装置は上りリンク送信を行う
前に第二の上りリンクＬＢＴを行う。一方で、その所定の１ビットが、１（真、有効、可
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能）を示す場合、端末装置は上りリンク送信を行う前に上りリンクＬＢＴを行わない。
【０１６９】
　なお、所定のフィールドの情報は、ＬＢＴを行うギャップを生成するか否かを示す情報
であってもよい。例えば、その所定のフィールドの１ビットが、１であった場合、端末装
置は、所定のＳＣ－ＦＤＭＡシンボルを開けてＰＵＳＣＨを送信し、その所定のフィール
ドの１ビットが、０であった場合、端末装置は、所定のＳＣ－ＦＤＭＡシンボルを開けな
いでＰＵＳＣＨを送信する。所定のＳＣ－ＦＤＭＡシンボルは、例えば、サブフレームの
先頭または後方の数ＳＣ－ＦＤＭＡシンボル、サブフレームの先頭または後方のスロット
、である。
【０１７０】
　なお、所定のフィールドは、他のフィールドと併用して用いられてもよい。例えば、Ｓ
ＲＳリクエストフィールドによって上りリンクＬＢＴの手順を切り替えてもよい。具体的
には、そのＳＲＳリクエストフィールドが、０を示す場合、端末装置は上りリンク送信を
行う前に第二の上りリンクＬＢＴを行い、そのＳＲＳリクエストフィールドが、１を示す
場合、上りリンクＬＢＴを行わない。そのＳＲＳリクエストフィールドが、０を示す場合
、サブフレームの最後の１つのＳＣ－ＦＤＭＡシンボルには何も送信されない。端末装置
は、その最後の１つのＳＣ－ＦＤＭＡシンボルにおいて、第二の上りリンクＬＢＴを行う
。
【０１７１】
　一例として、上りリンクグラントとは異なるＤＣＩに含まれる所定のフィールドに基づ
いて上りリンクＬＢＴの手順を切り替える。
【０１７２】
　上りリンクグラントとは異なるＤＣＩとは、例えば、そのＤＣＩで指定したサブフレー
ムにおいて下りリンクの送信（送信バースト）がされているか否かを端末装置に通知する
ためのＤＣＩである。具体的には、そのＤＣＩで指定したサブフレームが上りリンク送信
の直前のサブフレームを含み、そのＤＣＩの所定のフィールドは、下りリンク送信がされ
るか否かを通知する情報である。そのＤＣＩの所定のフィールドによって下りリンク送信
がされないと指示された場合、端末装置は上りリンク送信を行う前に、第一の上りリンク
ＬＢＴを行う。一方で、そのＤＣＩの所定のフィールドによって下りリンク送信がされる
と指示された場合、端末装置は上りリンク送信を行う前に第二の上りリンクＬＢＴを行う
、または上りリンクＬＢＴを行わない。
【０１７３】
　その上りリンクグラントとは異なるＤＣＩで通知される情報は、例えば、下りリンク送
信の長さである。その情報によって、下りリンク送信の先頭および／または後尾が通知さ
れる。なお、下りリンク送信の長さは予め規定、もしくは、設定されることで、端末装置
は下りリンク送信の先頭または後尾の情報のみで下りリンク送信の長さを認知することが
できる。一例として、長さが１サブフレームであり、ＤＣＩで通知される情報が下りリン
ク送信の先頭が所定のサブフレームの先頭から始まることを指示される場合は、端末装置
は、指定された１サブフレームにおいて下りリンク送信がされると認知する。
【０１７４】
　また、その上りリンクグラントとは異なるＤＣＩは、非ＬＡＡセルに配置されることが
好ましい。具体的には、そのＤＣＩは、プライマリセルまたはプライマリセカンダリセル
に存在する共有サーチスペースに配置され、その１つのＤＣＩで複数のサービングセルに
対応する情報を通知することができる。
【０１７５】
　また、その上りリンクグラントとは異なるＤＣＩは、Ｃ－ＲＮＴＩとは異なる専用のＲ
ＮＴＩ（下りリンク送信通知専用ＲＮＴＩ、Ｂ－ＲＮＴＩ）によってスクランブルされる
。その下りリンク送信通知専用ＲＮＴＩは、複数の端末装置に対して個別に設定されるの
が好ましいが、端末装置共通の値で設定されてもよい。
【０１７６】
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　また、その上りリンクグラントとは異なるＤＣＩは、例えば、１つのＰＤＳＣＨコード
ワードに対する非常に小型なスケジューリングや、ＭＣＣＨ変更の通知、ＴＤＤ再設定の
ために用いられるＤＣＩフォーマット１Ｃと同じフォーマットサイズである。または、そ
のＤＣＩは、例えば、ＰＵＣＣＨやＰＵＳＣＨに対するＴＰＣコマンドの送信に用いられ
るＤＣＩフォーマット３またはＤＣＩフォーマット３Ａと同じフォーマットサイズである
。
【０１７７】
　なお、その上りリンクグラントとは異なるＤＣＩで、そのＤＣＩで指定したサブフレー
ムにおける上りリンクの送信（送信バースト）がされているかを通知されてもよい。
【０１７８】
　なお、上記の一例は、第二の上りリンクＬＢＴを行って上りリンクを送信する場合と、
または上りリンクＬＢＴを行わずに上りリンクを送信する場合と、の切り替えであっても
よい。具体的には、そのＤＣＩの所定のフィールドによって下りリンク送信がされないと
指示された場合、端末装置は上りリンク送信を行う前に、第二の上りリンクＬＢＴを行う
。一方で、そのＤＣＩの所定のフィールドによって下りリンク送信がされると指示された
場合、端末装置は上りリンク送信を行う前に上りリンクＬＢＴを行わない。
【０１７９】
　一例として、送信が予定される上りリンクのチャネルや信号の種類に応じて上りリンク
ＬＢＴの手順を切り替える。
【０１８０】
　例えば、端末装置はＰＵＳＣＨの送信を行う前に、第一の上りリンクＬＢＴを行う。端
末装置はＰＲＡＣＨを行う前に第二の上りリンクＬＢＴを行う、または上りリンクＬＢＴ
を行わない。
【０１８１】
　例えば、端末装置はＰＵＳＣＨを伴うＳＲＳの送信を行う前に、第一の上りリンクＬＢ
Ｔを行う。端末装置はＰＵＳＣＨを伴わないＳＲＳを行う前に第二の上りリンクＬＢＴを
行う、または上りリンクＬＢＴを行わない。
【０１８２】
　一例として、端末装置が上りリンクを送信する前に、その端末装置が接続しているセル
からの下りリンクの信号またはチャネルが送信されていることを検出したか否かによって
上りリンクＬＢＴの手順を切り替える。
【０１８３】
　その端末装置が接続しているセルからの下りリンクの信号またはチャネルが送信されて
いることを検出する基準は、例えば、ＣＲＳの受信電力と閾値との比較が用いられる。上
りリンク送信を行うサブフレームの直前のサブフレームにおいて、アンテナポート０（ま
たはアンテナポート１、２、３）のＣＲＳが配置されるＲＥの受信電力が所定の閾値を下
回ると端末装置が判断した場合には、端末装置は上りリンク送信を行う前に第一の上りリ
ンクＬＢＴを行う。一方で、上りリンク送信を行うサブフレームの直前のサブフレームに
おいて、アンテナポート０（またはアンテナポート１、２、３）のＣＲＳが配置されるＲ
Ｅの受信電力が所定の閾値を上回ると端末装置が判断した場合には、端末装置は上りリン
ク送信を行う前に第二の上りリンクＬＢＴを行う、または上りリンクＬＢＴを行わない。
【０１８４】
　その端末装置が接続しているセルからの下りリンクの信号またはチャネルが送信されて
いることを検出する基準は、例えば、予約信号が検出できたか否かである。下りリンク送
信の長さが予め規定もしくは設定され、端末装置が予約信号を検出できた場合、その予約
信号を検出した時間（サブフレーム、シンボル、ＲＥ、Ｔｓ）とその下りリンク送信の長
さから、上りリンク送信を行うサブフレームの直前のサブフレームにおいて、下りリンク
送信がされるか否かを判別することができる。上りリンク送信を行うサブフレームの直前
のサブフレームにおいて下りリンク送信がされないと判断した場合には、端末装置は上り
リンク送信を行う前に第一の上りリンクＬＢＴを行う。一方で、上りリンク送信を行うサ
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ブフレームの直前のサブフレームにおいて下りリンク送信がされると判断した場合には、
端末装置は上りリンク送信を行う前に第二の上りリンクＬＢＴを行う、または上りリンク
ＬＢＴを行わない。端末装置が予約信号を検出できたか否かの基準は、例えば、予約信号
が割り当てられるＲＥの受信電力と所定の閾値との比較である。
【０１８５】
　その端末装置が接続しているセルからの下りリンクの信号またはチャネルが送信されて
いることを検出する基準は、例えば、ＰＤＣＣＨまたはＥＰＤＣＣＨが検出できたか否か
である。上りリンク送信を行うサブフレームの直前のサブフレームにおいて、ＰＤＣＣＨ
またはＥＰＤＣＣＨが復号できた場合に、そのサブフレームは下りリンクサブフレームと
して基地局装置が予約していることが端末装置で認識することができる。すなわち、上り
リンク送信を行うサブフレームの直前のサブフレームにおいて、ＰＤＣＣＨまたはＥＰＤ
ＣＣＨの復号が成功した場合、端末装置は上りリンク送信を行う前に第一の上りリンクＬ
ＢＴを行う。一方で、上りリンク送信を行うサブフレームの直前のサブフレームにおいて
、ＰＤＣＣＨまたはＥＰＤＣＣＨの復号が成功しなかった場合、端末装置は上りリンク送
信を行う前に第二の上りリンクＬＢＴを行う、または上りリンクＬＢＴを行わない。
【０１８６】
　その端末装置が接続しているセルからの下りリンクの信号またはチャネルが送信されて
いることを検出する基準は、例えば、ＰＤＳＣＨが検出できたか否かである。上りリンク
送信を行うサブフレームの直前のサブフレームにおいて、ＰＤＳＣＨが復号できた場合に
、そのサブフレームは下りリンクサブフレームとして基地局装置が予約していることが端
末装置で認識することができる。すなわち、上りリンク送信を行うサブフレームの直前の
サブフレームにおいて、ＰＤＳＣＨの復号が成功した場合、端末装置は上りリンク送信を
行う前に第一の上りリンクＬＢＴを行う。一方で、上りリンク送信を行うサブフレームの
直前のサブフレームにおいて、ＰＤＳＣＨの復号が成功しなかった場合、端末装置は上り
リンク送信を行う前に第二の上りリンクＬＢＴを行う、または上りリンクＬＢＴを行わな
い。
【０１８７】
　その端末装置が接続しているセルからの下りリンクの信号またはチャネルが送信されて
いることを検出する基準は、例えば、ＤＭＲＳが検出できたか否かである。上りリンク送
信を行うサブフレームの直前のサブフレームにおいて、ＤＭＲＳが検出できた場合に、そ
のサブフレームは下りリンクサブフレームとして基地局装置が予約していることが端末装
置で認識することができる。すなわち、上りリンク送信を行うサブフレームの直前のサブ
フレームにおいて、ＤＭＲＳが検出できた場合、端末装置は上りリンク送信を行う前に第
一の上りリンクＬＢＴを行う。一方で、上りリンク送信を行うサブフレームの直前のサブ
フレームにおいて、ＤＭＲＳが検出できた場合、端末装置は上りリンク送信を行う前に第
二の上りリンクＬＢＴを行う、または上りリンクＬＢＴを行わない。端末装置が予約信号
を検出できたか否かの基準は、例えば、ＤＭＲＳが割り当てられるＲＥの受信電力と所定
の閾値との比較である。すなわち、アンテナポート７または９の受信電力と所定の閾値と
の比較である。
【０１８８】
　一例として、端末装置が上りリンクを送信する前に、その端末装置が上りリンクの信号
またはチャネルが送信しているか否かによって上りリンクＬＢＴの手順を切り替える。
【０１８９】
　例えば、上りリンク送信を行うサブフレームの直前のサブフレームにおいて、端末装置
がＰＵＳＣＨを送信している場合に、そのサブフレームは上りリンクサブフレームとして
チャネルを予約できているためＬＢＴ無しで送信することができる。すなわち、上りリン
ク送信を行うサブフレームの直前のサブフレームにおいて、端末装置がＰＵＳＣＨを送信
していない場合、その端末装置は上りリンク送信を行う前に第一の上りリンクＬＢＴ、ま
たは第二の上りリンクＬＢＴを行う。一方で、上りリンク送信を行うサブフレームの直前
のサブフレームにおいて、ＰＵＳＣＨを送信している場合、端末装置は上りリンクＬＢＴ
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を行わない。
【０１９０】
　例えば、上りリンク送信を行うサブフレームの直前のサブフレームにおいて、端末装置
がＳＲＳを送信している場合に、そのサブフレームは上りリンクサブフレームとしてチャ
ネルを予約できているためＬＢＴ無しで送信することができる。すなわち、上りリンク送
信を行うサブフレームの直前のサブフレームにおいて、端末装置がＳＲＳを送信していな
い場合、その端末装置は上りリンク送信を行う前に第一の上りリンクＬＢＴ、または第二
の上りリンクＬＢＴを行う。一方で、上りリンク送信を行うサブフレームの直前のサブフ
レームにおいて、ＳＲＳを送信している場合、端末装置は上りリンクＬＢＴを行わない。
【０１９１】
　例えば、上りリンク送信を行うサブフレームの直前のサブフレームにおいて、端末装置
がＰＲＡＣＨを送信している場合に、そのサブフレームは上りリンクサブフレームとして
チャネルを予約できているためＬＢＴ無しで送信することができる。すなわち、上りリン
ク送信を行うサブフレームの直前のサブフレームにおいて、端末装置がＰＲＡＣＨを送信
していない場合、その端末装置は上りリンク送信を行う前に第一の上りリンクＬＢＴ、ま
たは第二の上りリンクＬＢＴを行う。一方で、上りリンク送信を行うサブフレームの直前
のサブフレームにおいて、ＰＲＡＣＨを送信している場合、端末装置は上りリンクＬＢＴ
を行わない。　
【０１９２】
　一例として、上位層からの設定に応じて、上りリンクＬＢＴの手順を切り替える。
【０１９３】
　上位層からの設定とは、例えば、上りリンクＬＢＴの手順を指定する設定情報である。
端末装置に対して第一の上りリンクＬＢＴを指定する設定がされた場合、端末装置はその
ＬＡＡセルの上りリンク送信を行う前に第一の上りリンクＬＢＴを行う。端末装置に対し
て第二の上りリンクＬＢＴを指定する設定がされた場合、端末装置はそのＬＡＡセルの上
りリンク送信を行う前に第二の上りリンクＬＢＴを行う。端末装置に対して上りリンクＬ
ＢＴを行わないことを指定する設定がされた場合、端末装置はそのＬＡＡセルの上りリン
ク送信を行う前に上りリンクＬＢＴを行わない。
【０１９４】
　上位層からの設定とは、例えば、そのＬＡＡセルに対してクロスキャリアスケジューリ
ングを行う設定である。そのＬＡＡセルに対してクロスキャリアスケジューリングが設定
された場合、端末装置は第一の上りリンクＬＢＴを行い、そのＬＡＡセルに対してセルフ
スケジューリングが設定された場合（換言すると、そのＬＡＡセルに対してクロスキャリ
アスケジューリングが設定されない場合）には、端末装置は第二の上りリンクＬＢＴを行
う、または上りリンクＬＢＴを行わない。すなわち、そのＬＡＡセルに対しての上りリン
ク送信をスケジュールする上りリンクグラントのＰＤＣＣＨまたはＥＰＤＣＣＨがそのＬ
ＡＡセル以外でモニタすることが設定された場合、端末装置は上りリンク送信を行う前に
第一の上りリンクＬＢＴを行う。一方で、そのＬＡＡセルに対しての上りリンク送信をス
ケジュールする上りリンクグラントのＰＤＣＣＨまたはＥＰＤＣＣＨがそのＬＡＡセル以
外でモニタすることが設定されない場合、端末装置は上りリンク送信を行う前に第二の上
りリンクＬＢＴを行う、または上りリンクＬＢＴを行わない。
【０１９５】
　クロスキャリアスケジューリングの設定は、下りリンクグラントと上りリンクグラント
に対してそれぞれ設定されてもよい。その場合、上記の切り替えの一例は、上りリンクグ
ラントがクロスキャリアスケジューリングとして設定されたか否か、の切り替えと見做す
。
【０１９６】
　上位層からの設定とは、例えば、そのＬＡＡセルが運用される国を示す情報の設定であ
る。その情報において、特定の国（例えば、日本やヨーロッパ）を示す場合、端末装置は
そのＬＡＡセルの上りリンク送信を行う前に第一の上りリンクＬＢＴを行う。一方で、そ
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の情報において、特定の国以外の国（例えば、アメリカや中国）を示す場合、端末装置は
そのＬＡＡセルの上りリンク送信を行う前に第二の上りリンクＬＢＴを行う、または上り
リンクＬＢＴを行わない。その運用される国を示す情報は、例えば、ＰＬＭＮ（Public L
and Mobile Network）である。ＰＬＭＮとは、国とオペレータを示す識別子である。ＰＬ
ＭＮは、ＳＩＢ１に含まれて、端末装置に報知される。なお、運用される国の情報に加え
、運用するバンド（operating band）に応じて上りリンクＬＢＴの手順を切り替えてもよ
い。運用するバンドを示す情報は、上位層から設定されるキャリアの中心周波数の情報（
ＥＡＲＦＣＮ　ｖａｌｕｅ）から識別することができる。
【０１９７】
　特定の国とは、ＬＢＴを行うことが必要な国である。国の情報と端末装置の能力（ケイ
パビリティ）は対応されてもよい。すなわち、端末装置は、特定の国の情報に紐付いて、
必須である能力が指定されてもよい。
【０１９８】
　上位層からの設定とは、例えば、第一の上りリンクＬＢＴの設定である。端末装置に対
して第一の上りリンクＬＢＴの設定がされたか否かに応じて上りリンクＬＢＴの手順を切
り替える。具体的には、上位層から第一の上りリンクＬＢＴの設定がされた場合、端末装
置はそのＬＡＡセルの上りリンク送信を行う前に第一の上りリンクＬＢＴを行う。一方で
、上位層から第一の上りリンクＬＢＴの設定がされなかった場合、端末装置はそのＬＡＡ
セルの上りリンク送信を行う前に第二の上りリンクＬＢＴを行う、または上りリンクＬＢ
Ｔを行わない。第一の上りリンクＬＢＴの設定は、例えば、衝突窓ｑを決定するための範
囲ＸおよびＹの情報または衝突窓ｑの値、ＣＣＡのスロット長、ＣＣＡの閾値、などが含
まれる。
【０１９９】
　なお、端末装置に対して第二の上りリンクＬＢＴの設定がされたか否かに応じて上りリ
ンクＬＢＴの手順を切り替えてもよい。具体的には、上位層から第二の上りリンクＬＢＴ
の設定がされなかった場合、端末装置はそのＬＡＡセルの上りリンク送信を行う前に第一
の上りリンクＬＢＴを行う。一方で、上位層から第二の上りリンクＬＢＴの設定がされた
場合、端末装置はそのＬＡＡセルの上りリンク送信を行う前に第二の上りリンクＬＢＴを
行う。第二の上りリンクＬＢＴの設定は、例えば、衝突窓ｑの値、ＣＣＡのスロット長、
ＣＣＡの閾値、などが含まれる。
【０２００】
　第一の上りリンクＬＢＴの設定、および、第二の上りリンクＬＢＴの設定は、セル固有
に設定されることが好ましい。なお、サービングセルとして設定された全セルに対して１
つの設定情報によって共通に設定されてもよい。この場合、サービングセルとして設定さ
れた非ＬＡＡセルには適用されない。
【０２０１】
　なお、上位層からの設定を複数組み合わせた場合に切り替えられてもよい。具体例とし
て、そのＬＡＡセルに対してクロスキャリアスケジューリングが設定されず、かつ、その
ＬＡＡセルが運用される国が特定の国であると通知された場合、端末装置はそのＬＡＡセ
ルの上りリンク送信を行う前に第二の上りリンクＬＢＴを行う、または上りリンクＬＢＴ
を行わない。そのＬＡＡセルに対してクロスキャリアスケジューリングが設定される、ま
たは、そのＬＡＡセルが運用される国が特定の国以外の国であると通知された場合、端末
装置はそのＬＡＡセルの上りリンク送信を行う前に第一の上りリンクＬＢＴを行う。
【０２０２】
　さらに、上記の一例を複数組み合わせた場合に切り替えられてもよい。具体例として、
そのＬＡＡセルに対してセルフスケジューリングが設定され、かつ、上りリンク送信を指
示する上りリンクグラントに含まれる所定のフィールドによって第一のＬＢＴを行うこと
を指示する場合、端末装置はそのＬＡＡセルの上りリンク送信を行う前に第一の上りリン
クＬＢＴを行い、それ以外は、端末装置はそのＬＡＡセルの上りリンク送信を行う前に第
二の上りリンクＬＢＴを行う、または上りリンクＬＢＴを行わない。



(39) JP 2018-152626 A 2018.9.27

10

20

30

40

50

【０２０３】
　なお、上記の一例によって、パラメータが切り替わってもよい。具体例として、端末装
置は第一の上りリンクＬＢＴを行うが、そのＬＡＡセルに対してセルフスケジューリング
が設定された場合には、衝突窓ｑは上位層（ＲＲＣ）で設定された値が適用され、そのＬ
ＡＡセルに対してクロスキャリアスケジューリングが設定された場合には、衝突窓ｑは上
位層（ＲＲＣ）で設定された値に基づいて送信機会ごとに更新される。
【０２０４】
　なお、上記の一例は、第二の上りリンクＬＢＴを行って上りリンクを送信する場合と、
または上りリンクＬＢＴを行わずに上りリンクを送信する場合と、の切り替えであっても
よい。具体的には、そのＬＡＡセルに対しての上りリンク送信をスケジュールする上りリ
ンクグラントのＰＤＣＣＨまたはＥＰＤＣＣＨがそのＬＡＡセル以外でモニタすることが
設定された場合、端末装置は上りリンク送信を行う前に第二の上りリンクＬＢＴを行う。
一方で、そのＬＡＡセルに対しての上りリンク送信をスケジュールする上りリンクグラン
トのＰＤＣＣＨまたはＥＰＤＣＣＨがそのＬＡＡセル以外でモニタすることが設定されな
い場合、端末装置は上りリンク送信を行う前に上りリンクＬＢＴを行わない。
【０２０５】
　図１０に、ＬＡＡセルにおけるＰＵＳＣＨの周波数多重の一例を示す。ＬＡＡセルでは
、ＰＵＳＣＨのリソースは、周波数方向に連続で割当てられず、数サブキャリアを開けて
飛び飛びに割り当てられる。そして、異なる端末装置間のＰＵＳＣＨはサブキャリアで入
れ子になるように、織り交ぜて割り当てられる。図１０では、３サブキャリア間隔でＰＵ
ＳＣＨが割り当てられており、３つの端末装置のＰＵＳＣＨが１サブキャリアごとに織り
交ぜて割り当てられる。これにより、端末装置は少ないリソースで帯域幅の全体を利用す
ることができる。
【０２０６】
　ＬＡＡセルにおいて、同じサブフレーム（時間リソース）を用いて複数の端末装置間で
周波数多重または空間多重を行うためには、それぞれの端末装置からの上りリンクチャネ
ルおよび／または上りリンク信号が基地局装置で同時に受信されるように、端末装置の送
信タイミングを調整する必要がある。さらに、ＬＡＡセルにおいて、上りリンク送信を行
う前には上りリンクＬＢＴが行われる。カウンタ値Ｎに基づくＬＢＴを行う場合は、カウ
ンタ値Ｎに応じてＣＣＡの試行回数およびＬＢＴにかかる時間が変化する。以下では、上
りリンク送信と上りリンクＬＢＴの開始タイミングの関係について説明する。
【０２０７】
　図１１は、上りリンク送信と上りリンクＬＢＴの開始タイミングの関係の一例である。
図１１は、図８の上りリンクＬＢＴの手順で動作することを前提にしている。基地局装置
は各端末装置に対して上りリンク送信のタイミング（サブフレーム）を通知する。上りリ
ンク送信のタイミングは、例えば、上りリンクグラントの受信サブフレームから暗示的に
通知される。端末装置はカウンタ値Ｎを独立に生成する。そして端末装置は、カウンタ値
ＮとＣＣＡ期間から上りリンクＬＢＴが完了する時間を推定し、ＬＢＴの開始タイミング
を決定する。つまり、端末装置は、上りリンク送信の開始タイミングと、第一のＣＣＡの
回数（カウンタ値Ｎ）から、上りリンクＬＢＴの開始タイミングを計算することができる
。すなわち、上りリンク送信のためのＣＣＡは、端末装置における上りリンクサブフレー
ムの先頭より、（カウンタ値Ｎ×ＣＣＡ期間）マイクロ秒前から開始される。
【０２０８】
　ＣＣＡの結果、チャネルがビジーと判断した端末装置は、その指示された上りリンク送
信のタイミングにおいて、上りリンク送信を行わない。このとき、カウンタ値Ｎは破棄さ
れず、次の上りリンクＬＢＴに引き継がれる。言い換えると、カウンタ値Ｎが残っている
場合は、カウンタ値Ｎを生成しない。なお、ＤＣＩフォーマットの種類や特定のパラメー
タによっては、カウンタ値Ｎを破棄し、次の上りリンクＬＢＴに引き継がなくてもよい。
例えば、新データを示すパラメータ（New data indicator）で初送を示す情報を受信した
場合、端末装置はカウンタ値Ｎを破棄し、次の上りリンクＬＢＴに引き継がない。また、



(40) JP 2018-152626 A 2018.9.27

10

20

30

40

50

カウンタ値Ｎは、ＨＡＲＱプロセスと紐付けてもよい。すなわち、異なるＨＡＲＱプロセ
ス間のＰＵＳＣＨに対する上りリンクＬＢＴのカウンタ値Ｎは独立である。
【０２０９】
　なお、上りリンク送信は、上りリンクサブフレームの途中から送信されてもよい。その
とき、上りリンク送信のためのＣＣＡは、端末装置に指示された上りリンク送信の先頭よ
り、（カウンタ値Ｎ×ＣＣＡ期間）マイクロ秒前から開始される。
【０２１０】
　なお、上りリンクＬＢＴにおいて、初期ＣＣＡを行ってもよい。そのとき、上りリンク
送信のためのＣＣＡは、端末装置における上りリンク送信が指示された上りリンクサブフ
レームの先頭より、（初期ＣＣＡ期間＋カウンタ値Ｎ×ＣＣＡ期間）マイクロ秒前から開
始される。
【０２１１】
　なお、受信機から送信機への切り替え時間が必要な場合は、その時間も考慮して上りリ
ンクＬＢＴの開始タイミングが定まる。すなわち、上りリンク送信のためのＣＣＡは、端
末装置における上りリンク送信が指示された上りリンクサブフレームの先頭より、（カウ
ンタ値Ｎ×ＣＣＡ期間＋受信機から送信機への切り替え時間）マイクロ秒前から開始され
る。
【０２１２】
　なお、上りリンク送信のためのＣＣＡの開始タイミングは、下りリンクの無線フレーム
（下りリンクサブフレーム）を基準に計算されてもよい。すなわち、上りリンク送信のた
めのＣＣＡは、端末装置における上りリンク送信が指示された上りリンクサブフレームに
相当する下りリンクサブフレームの先頭より、（カウンタ値Ｎ×ＣＣＡ期間＋上りリンク
－下りリンクフレームタイミング調整時間）マイクロ秒前から開始される。ここで、上り
リンク－下りリンクフレームタイミング調整時間は、(NTA+NTA_offset)×Tsであり、NTA
は０から２０５１２の間の値になる上りリンク送信タイミングを調整する端末装置固有の
パラメータ、NTA_offsetは上りリンク送信タイミングを調整するフレーム構成タイプ固有
のパラメータである。
【０２１３】
　ここで、ＬＡＡセルにおいて、NTAが取り得る値に制限が掛かってもよい。すなわち、
ＬＡＡセルにおいて、NTAの最大値は２０５１２よりも小さい。
【０２１４】
　図１２は、上りリンク送信と上りリンクＬＢＴの開始タイミングの関係の一例である。
図１２は、図８の上りリンクＬＢＴの手順で動作することを前提にしている。基地局装置
は各端末装置に対して上りリンクＬＢＴの開始タイミングとカウンタ値Ｎに関連する情報
を通知する。上りリンクＬＢＴの開始タイミングは、例えば、上りリンクグラントの受信
サブフレームから暗示的に通知される。端末装置は、上りリンクＬＢＴの開始タイミング
とカウンタ値Ｎから上りリンク送信の開始タイミングを認識することができる。つまり、
端末装置は、上りリンクＬＢＴの開始タイミングと、第一のＣＣＡの回数（カウンタ値Ｎ
）から、上りリンク送信の開始タイミングを計算することができる。すなわち、上りリン
ク送信は、端末装置におけるＣＣＡが指示された上りリンクサブフレームの先頭から、（
カウンタ値Ｎ×ＣＣＡ期間）マイクロ秒後に開始される。ここで、多重される全ての端末
装置に同じカウンタ値Ｎが設定される。
【０２１５】
　カウンタ値Ｎに関連する情報は、例えば、カウンタ値Ｎである。端末装置は、カウンタ
値Ｎを通知された場合、その値を用いて上りリンクＬＢＴを行う。
【０２１６】
　また、カウンタ値Ｎに関連する情報は、例えば、カウンタ値Ｎを生成するための乱数の
種である。端末装置は、通知された値と他のパラメータを用いてカウンタ値Ｎを生成する
。他のパラメータは、例えば、ＰＵＳＣＨに対するＨＡＲＱ－ＡＣＫの累積値、セルＩＤ
、サブフレーム番号、システムフレーム番号、などである。
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【０２１７】
　ＣＣＡの結果、チャネルがビジーと判断した端末装置は、その指示された上りリンク送
信のタイミングにおいて、上りリンク送信を行わない。このとき、カウンタ値Ｎを破棄し
、次の上りリンクＬＢＴに引き継がない。
【０２１８】
　なお、上りリンクＬＢＴにおいて、初期ＣＣＡを行ってもよい。そのとき、上りリンク
送信は、端末装置におけるＣＣＡが指示された上りリンクサブフレームの先頭から、（初
期ＣＣＡ期間＋カウンタ値Ｎ×ＣＣＡ期間）マイクロ秒後に開始される。
【０２１９】
　なお、受信機から送信機への切り替え時間が必要な場合は、その時間も考慮して上りリ
ンクＬＢＴの開始タイミングが定まる。すなわち、上りリンク送信は、端末装置における
ＣＣＡが指示された上りリンクサブフレームの先頭から、（カウンタ値Ｎ×ＣＣＡ期間＋
受信機から送信機への切り替え時間）マイクロ秒後に開始される。
【０２２０】
　なお、上りリンク送信は、下りリンクの無線フレーム（下りリンクサブフレーム）を基
準に計算されてもよい。すなわち、上りリンク送信は、端末装置におけるＣＣＡが指示さ
れた上りリンクサブフレームに相当する下りリンクサブフレームの先頭より、（カウンタ
値Ｎ×ＣＣＡ期間―上りリンク－下りリンクフレームタイミング調整時間）マイクロ秒後
から開始される。ここで、上りリンク－下りリンクフレームタイミング調整時間は、(NTA
+NTA_offset)×Tsであり、NTAは０から２０５１２の間の値になる上りリンク送信タイミ
ングを調整する端末装置固有のパラメータ、NTA_offsetは上りリンク送信タイミングを調
整するフレーム構成タイプ固有のパラメータである。
【０２２１】
　図１３は、上りリンク送信と上りリンクＬＢＴの開始タイミングの関係の一例である。
図１３は、図９の上りリンクＬＢＴの手順で動作することを前提にしている。基地局装置
は各端末装置に対して上りリンク送信のタイミング（サブフレーム）を通知する。上りリ
ンク送信のタイミングは、例えば、上りリンクグラントの受信サブフレームから暗示的に
通知される。そして端末装置は、ＣＣＡ期間から上りリンクＬＢＴが完了する時間を推定
し、ＬＢＴの開始タイミングを決定する。すなわち、上りリンク送信のためのＣＣＡは、
端末装置における上りリンク送信が指示された上りリンクサブフレームの先頭より、（Ｃ
ＣＡ期間）マイクロ秒前から開始される。
【０２２２】
　なお、上りリンク送信のタイミングの代わりに上りリンクＬＢＴの開始タイミングを通
知してもよい。その場合、端末装置は、ＣＣＡ期間から上りリンク送信のタイミングを認
知することができる。すなわち、上りリンク送信のためのＣＣＡは、端末装置における上
りリンク送信が指示された上りリンクサブフレームの先頭から、（ＣＣＡ期間）マイクロ
秒前に開始される。
【０２２３】
　ＣＣＡの結果、チャネルがビジーと判断した端末装置は、その指示された上りリンク送
信のタイミングにおいて、上りリンク送信を行わない。
【０２２４】
　図１４は、上りリンク送信と上りリンクＬＢＴの開始タイミングの関係の一例である。
図１４は、後述する図１５の上りリンクＬＢＴの手順で動作することを前提にしている。
基地局装置は各端末装置に対して上りリンク送信のタイミング（サブフレーム）を通知す
る。上りリンク送信のタイミングは、例えば、上りリンクグラントの受信サブフレームか
ら暗示的に通知される。端末装置は、第一のＣＣＡの開始タイミングから第一のＣＣＡを
開始する。カウンタ値Ｎが０になった場合は、端末装置は、第三のＣＣＡの開始タイミン
グまで、待機する。そして、第三のＣＣＡの開始タイミングから第三のＣＣＡを行い、全
てのＣＣＡ期間においてチャネルがアイドルであった場合に、上りリンク送信が行われる
。
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【０２２５】
　第一のＣＣＡの開始タイミングは、例えば、上りリンク送信の前のサブフレームの先頭
である。すなわち、上りリンク送信のための第一のＣＣＡは、端末装置に指示された上り
リンク送信の先頭から最近のサブフレームの先頭から開始される。
【０２２６】
　または、第一のＣＣＡの開始タイミングは、例えば、その端末装置の衝突窓ｑに基づい
て決まる。すなわち、上りリンク送信のための第一のＣＣＡは、端末装置に指示された上
りリンク送信の先頭から（衝突窓ｑ×ＣＣＡ期間）マイクロ秒前から開始される。
【０２２７】
　上りリンク送信のための第三のＣＣＡは、端末装置における上りリンク送信が指示され
た上りリンクサブフレームの先頭より、（第三のＣＣＡ期間）マイクロ秒前から開始され
る。
【０２２８】
　上りリンク送信のための第三のＣＣＡの期間は、ＩＣＣＡ期間と同じであることが好ま
しい。
【０２２９】
　図１５は、上りリンクＬＢＴの手順の一例である。端末装置は、アイドル状態（Ｓ１５
０１）から上りリンクグラントを検出した（Ｓ１５０２）場合に、第一のＣＣＡ（Ｓ１５
０３）を行う。第一のＣＣＡでは、初めに、端末装置は０からｑ－１の範囲からランダム
にカウンタ値Ｎを生成する（Ｓ１５０３１）。なお、上りリンクグラントによって基地局
装置からカウンタ値Ｎに関連する数値が指示される場合は、端末装置はカウンタ値を生成
せずに、その数値に基づいたカウンタ値Ｎを用いる。なお、前回のＬＢＴでカウンタ値Ｎ
が０にならず、まだカウンタ値が残っている場合は、端末装置はカウンタ値Ｎを生成せず
に、残ったカウンタ値Ｎを用いてもよい。次に、端末装置は、所定のタイミングからＣＣ
Ａを開始する（Ｓ１５０３２）。端末装置は、１つのＣＣＡスロット時間でチャネル（媒
体）を感知し（Ｓ１５０３３）、そのチャネルがアイドルかビジーかを判断する（Ｓ１５
０３４）。そのチャネルがアイドルであると判断された場合は、カウンタ値Ｎから１つ減
らし（Ｓ１５０３５）、そのチャネルがビジーだと判断された場合は、第三のＣＣＡチェ
ックタイミングを超えたか否かを判断する（Ｓ１５０３８）。第三のＣＣＡチェックタイ
ミングを超えていない場合は、端末装置は１つのＣＣＡスロット時間でチャネル（媒体）
を感知するプロセス（Ｓ１５０３３）に戻る。第三のＣＣＡチェックタイミングを超えた
場合は、端末装置はその上りリンクグラントで指示された上りリンクの送信を行わず、ア
イドル状態（Ｓ１５０１）に戻る。カウンタ値Ｎを１つ減らした後、端末装置は、カウン
タ値が０になったか否かを判断し（Ｓ１５０３６）、カウンタ値が０になった場合には、
第三のＣＣＡ（Ｓ１５０４）の動作に移行する。一方で、カウンタ値が０ではない場合に
は、再度１つのＣＣＡスロット時間でチャネル（媒体）を感知する（Ｓ１５０３３）。な
お、カウンタ値Ｎを生成する際の衝突窓ｑの値はチャネルの状態に応じてＸとＹの間の値
となるように更新される（Ｓ１５０３７）。次に、第三のＣＣＡ（Ｓ１５０４）では、端
末装置は第三のＣＣＡを開始するタイミングまで待機し（Ｓ１５０４１）、第三のＣＣＡ
期間でチャネルを感知する（Ｓ１５０４２）。その結果、チャネルがビジーであると判断
した場合には、端末装置はその上りリンクグラントで指示された上りリンクの送信を行わ
ず、アイドル状態（Ｓ１５０１）に戻る。一方で、その結果、チャネルがアイドルである
と判断した場合には、端末装置はそのチャネルのアクセス権を獲得し、送信の動作（Ｓ１
５０５、Ｓ１５０６）に移行する。端末装置は、送信を行うプロセスにおいて、そのタイ
ミングで実際に上りリンク送信を行うか否かを判断し（Ｓ１５０５）、上りリンク送信を
行うと決定した場合に上りリンク送信を行う（Ｓ１５０６）。端末装置は、上りリンク送
信を行わないと決定した場合は、その上りリンクグラントで指示された上りリンクの送信
を行わず、アイドル状態（Ｓ１５０１）に戻る。
【０２３０】
　なお、下りリンクＬＢＴと同様にＩＣＣＡを行ってもよい。ただし、ＩＣＣＡによって
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チャネルがアイドルだと判断したとしても上りリンクは送信されず、ＥＣＣＡの動作に移
行する。
【０２３１】
　これらにより、乱数バックオフによって長期間のＣＣＡチェックを行いながらも、１つ
のサブフレームを複数の端末装置で多重して送受信することができる。
【０２３２】
　なお、ＬＡＡセルは半二重（half duplex）で運用されることが好ましい。端末装置は
、あるＬＡＡセルで上りリンク送信を行っているサブフレームにおいて、サービングセル
として設定された他のＬＡＡセルからの下りリンクの信号および／またはチャネルの受信
を期待しない。具体的には、端末装置は、あるＬＡＡセルにおいてＤＣＩフォーマット０
／４によってＰＵＳＣＨがスケジュールされたサブフレームでは、サービングセルとして
設定された全てのＬＡＡセルにおいてＰＤＣＣＨまたはＥＰＤＣＣＨを受信することを期
待しない。さらに、端末装置は、そのサブフレームにおいて、サービングセルとして設定
されたＬＡＡセルにおいて上りリンクＬＢＴを行わない。もしくは、端末装置は、そのサ
ブフレームにおいて、サービングセルとして設定されたＬＡＡセルの上りリンクＬＢＴの
結果としてビジーだと思ってもよい。また、端末装置は、あるＬＡＡセルで下りリンクの
受信を行っているサブフレームにおいて、サービングセルとして設定された他のＬＡＡセ
ルで上りリンク送信を行わない。具体例として、端末装置は、ＤＭＴＣ区間として設定さ
れたサブフレームにおいては、上りリンク送信を行わない。端末装置は、ＤＭＴＣ区間と
して設定されたサブフレームに対して、ＰＵＳＣＨがスケジュールされることを期待しな
い。また、ＬＡＡセルで運用されるサービングセルにおいて、端末装置は上りリンクサブ
フレームの直前の下りリンクサブフレームの最後の部分を受信しないことによってガード
期間を生成する。または、ＬＡＡセルで運用されるサービングセルにおいて、端末装置は
、上りリンクサブフレームの直前の下りリンクサブフレームを受信しないこと、および、
上りリンクサブフレームの直後の下りリンクサブフレームを受信しないこと、によってガ
ード期間を生成する。
【０２３３】
　なお、そのガード期間において上りリンクＬＢＴを行ってもよい。
【０２３４】
　本実施形態において説明された内容の一部を換言すると以下の通りである。
【０２３５】
　端末装置は、ＰＤＣＣＨを受信する受信部と、サービングセルでＰＵＳＣＨを送信する
送信部と、ＰＵＳＣＨの送信が指示されたサブフレームの前に乱数に基づいた回数分ＣＣ
Ａチェックを行う第一のＬＢＴ、または、一回のみＣＣＡチェックを行う第二のＬＢＴを
行うＣＣＡチェック部を備える。端末装置は、所定の条件に基づいて、第一のＬＢＴと第
二のＬＢＴを切り替える。
【０２３６】
　また、ＰＤＣＣＨの情報は、１ビットであり、ＰＤＣＣＨの情報が１であった場合に、
ＰＵＳＣＨの送信が指示されたサブフレームの前に第一のＬＢＴを行い、ＰＤＣＣＨの情
報が０であった場合に、ＰＵＳＣＨの送信が指示されたサブフレームの前に第二のＬＢＴ
を行う。
【０２３７】
　また、ＰＵＳＣＨを送信するサブフレームの直前のサブフレームで下りリンク送信バー
ストを検出しなかった場合に、ＰＵＳＣＨの送信が指示されたサブフレームの前に第一の
ＬＢＴを行い、ＰＵＳＣＨを送信するサブフレームの直前のサブフレームで下りリンク送
信バーストを検出した場合に、ＰＵＳＣＨの送信が指示されたサブフレームの前に第二の
ＬＢＴを行う。
【０２３８】
　また、サービングセルとは異なるサービングセルでＰＤＣＣＨのモニタすることが設定
された場合に、ＰＵＳＣＨの送信が指示されたサブフレームの前に第一のＬＢＴを行い、
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サービングセルとは異なるサービングセルでＰＤＣＣＨのモニタすることが設定されなか
った場合に、ＰＵＳＣＨの送信が指示されたサブフレームの前に第二のＬＢＴを行う。
【０２３９】
　また、ＰＵＳＣＨを送信するサブフレームの直前のサブフレームでＰＵＳＣＨを送信し
ていない場合に、ＰＵＳＣＨの送信が指示されたサブフレームの前に第一のＬＢＴを行い
、ＰＵＳＣＨを送信するサブフレームの直前のサブフレームでＰＵＳＣＨを送信している
場合に、ＰＵＳＣＨの送信が指示されたサブフレームの前でＬＢＴを行わない。
【０２４０】
　また、本実施形態において説明された内容の一部を換言すると以下の通りである。
【０２４１】
　端末装置は、ＰＵＳＣＨを送信する送信部と、ＰＵＳＣＨの送信が指示されたサブフレ
ームの前にＬＢＴを行うＣＣＡチェック部を備える。端末装置は、ＰＵＳＣＨの送信開始
時間とＣＣＡスロット長から、ＬＢＴの開始時間を決定する。
【０２４２】
　また、ＬＢＴは、所定の回数分のＣＣＡチェックを行い、ＰＵＳＣＨの送信開始時間と
ＣＣＡスロット長とＣＣＡチェックの回数から、ＬＢＴの開始時間を決定する。
【０２４３】
　また、端末装置は、ＰＤＣＣＨを受信する受信部を備える。ＣＣＡチェックの回数は、
ＰＤＣＣＨによって指示される。
【０２４４】
　なお、本実施形態の上りリンクＬＢＴは、サイドリンク送信のためのサイドリンクＬＢ
Ｔに対しても同様に適用されてもよい。サイドリンク送信とは、端末装置と端末装置の間
（Ｄ２Ｄ、device to device communication）の通信に用いられる。
【０２４５】
　尚、端末装置１に所定のサービングセルに対してＬＡＡの通信に必要な設定（LAA-Conf
ig）が１つ以上された場合、所定のサービングセルはＬＡＡセルとみなしてもよい。ＬＡ
Ａの通信に必要な設定は、例えば、予約信号に関するパラメータ、ＲＳＳＩの測定に関す
るパラメータ、第２のＤＳの設定に関するパラメータ、である。
【０２４６】
　尚、端末装置１に所定のサービングセルに対してＬＡＡバンドに対応する中心周波数の
情報（ＥＡＲＦＣＮ　ｖａｌｕｅ）が設定された場合、その周波数のセルはＬＡＡセルと
みなおしてもよい。ＬＡＡバンド（ＬＡＡのオペレーティングバンド）とは、例えば、バ
ンド番号が２５２～２５５のいずれかであるバンド、ＴＤＤバンドでもＦＤＤバンドでも
ないバンド、５ＧＨｚ帯で定義されるバンド、２０ＭＨｚの帯域幅のみで定義されるバン
ド、の特徴を１つ以上満たすバンドである。
【０２４７】
　なお、所定の周波数は、ＬＡＡセルで用いられる周波数であることが好ましい。なお、
所定の周波数は、ＬＢＴに基づいてＤＳが送信されるセルの周波数であることが好ましい
。なお、所定の周波数は、アンライセンスバンドで運用されるセルの周波数であることが
好ましい。なお、所定の周波数は、オペレーティングバンドの所定のインデックスに対応
するオペレーティングバンドの周波数であることが好ましい。なお、所定の周波数は、Ｌ
ＡＡのオペレーティングバンドのインデックスに対応するオペレーティングバンドの周波
数であることが好ましい。なお、上記所定の周波数は、オペレーティングバンド（Ｅ－Ｕ
ＴＲＡオペレーティングバンド）の所定のインデックスに対応するオペレーティングバン
ドであることが好ましい。例えば、オペレーティングバンドはテーブルで管理されること
が好ましく、テーブルで管理される各オペレーティングバンドには、対応するインデック
スが与えられる。該インデックスには、対応するアップリンクオペレーティングバンドと
ダウンリンクオペレーティングバンドとデュプレックスモードが紐付けられる。なお、ア
ップリンクオペレーティングバンドは基地局装置における受信および端末装置における送
信に使用されるオペレーティングバンドであり、ダウンリンクオペレーティングバンドは
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基地局装置における送信および端末装置における受信に使用されるオペレーティングバン
ドである。なお、アップリンクオペレーティングバンドとダウンリンクオペレーティング
バンドは、それぞれ下限の周波数と上限の周波数（対応する周波数帯）で与えられること
が好ましい。なお、デュプレックスモードはＴＤＤまたはＦＤＤで与えられることが好ま
しい。なお、ＬＡＡセルにおけるデュプレックスモードは、ＴＤＤとＦＤＤ以外であって
もよい。例えば、ＬＡＡセルにおけるデュプレックスモードは、後述する送信バースト（
少なくともダウンリンクバーストを含む、アップリンクバーストを含むか否かは任意）で
あってもよい。
【０２４８】
　例えば、オペレーティングバンドがテーブルで管理される場合、インデックス“１”か
らインデックス“４４”に対応するオペレーティングバンドはライセンスドバンド（ＬＡ
Ａでないバンド）であることが好ましく、インデックス“２５２”からインデックス“２
５５”に対応するオペレーティングバンドはアンライセンスドバンド（ＬＡＡのバンド）
であることが好ましい。なお、インデックス“２５２”には、アップリンクオペレーティ
ングバンドが適用されず（n/a, not applicable）、ダウンリンクオペレーティングバン
ドに５１５０ＭＨｚ－５２５０Ｈｚが適用され、デュプレックスモードにＦＤＤが適用さ
れることが好ましい。また、インデックス“２５３”には、アップリンクオペレーティン
グバンドが予約され（将来使用されるものとして予約され）、ダウンリンクオペレーティ
ングバンドが予約され、デュプレックスモードにＦＤＤが適用されることが好ましい。ま
た、インデックス“２５４”には、アップリンクオペレーティングバンドが予約され（将
来使用されるものとして予約され）、ダウンリンクオペレーティングバンドが予約され、
デュプレックスモードにＦＤＤが適用されることが好ましい。なお、インデックス“２５
５”には、アップリンクオペレーティングバンドが適用されず（n/a, not applicable）
、ダウンリンクオペレーティングバンドに５７２５ＭＨｚ－５８５０Ｈｚが適用され、デ
ュプレックスモードにＦＤＤが適用されることが好ましい。なお、５１５０ＭＨｚ－５２
５０Ｈｚと５７２５ＭＨｚ－５８５０Ｈｚはアンライセンスドバンド（ＬＡＡのバンド）
であることが好ましい。すなわち、上記所定の周波数は、インデックス“２５２”からイ
ンデックス“２５５”に対応するオペレーティングバンドであることが好ましい。
【０２４９】
　また、上記各実施形態では、プライマリセルやＰＳセルという用語を用いて説明したが
、必ずしもこれらの用語を用いる必要はない。例えば、上記各実施形態におけるプライマ
リセルをマスターセルと呼ぶこともできるし、上記各実施形態におけるＰＳセルをプライ
マリセルと呼ぶこともできる。
【０２５０】
　本発明に関わる基地局装置２および端末装置１で動作するプログラムは、本発明に関わ
る上記実施形態の機能を実現するように、ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎ
ｇ　Ｕｎｉｔ）等を制御するプログラム（コンピュータを機能させるプログラム）であっ
ても良い。そして、これら装置で取り扱われる情報は、その処理時に一時的にＲＡＭ（Ｒ
ａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）に蓄積され、その後、Ｆｌａｓｈ　ＲＯＭ（
Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）などの各種ＲＯＭやＨＤＤ（Ｈａｒｄ　Ｄｉｓｋ　
Ｄｒｉｖｅ）に格納され、必要に応じてＣＰＵによって読み出し、修正・書き込みが行わ
れる。
【０２５１】
　尚、上述した実施形態における端末装置１、基地局装置２－１あるいは基地局装置２－
２の一部、をコンピュータで実現するようにしても良い。その場合、この制御機能を実現
するためのプログラムをコンピュータが読み取り可能な記録媒体に記録して、この記録媒
体に記録されたプログラムをコンピュータシステムに読み込ませ、実行することによって
実現しても良い。
【０２５２】
　尚、ここでいう「コンピュータシステム」とは、端末装置１、又は基地局装置２－１あ
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るいは基地局装置２－２に内蔵されたコンピュータシステムであって、ＯＳや周辺機器等
のハードウェアを含むものとする。また、「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは
、フレキシブルディスク、光磁気ディスク、ＲＯＭ、ＣＤ－ＲＯＭ等の可搬媒体、コンピ
ュータシステムに内蔵されるハードディスク等の記憶装置のことをいう。
【０２５３】
　さらに「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、インターネット等のネットワー
クや電話回線等の通信回線を介してプログラムを送信する場合の通信線のように、短時間
、動的にプログラムを保持するもの、その場合のサーバやクライアントとなるコンピュー
タシステム内部の揮発性メモリのように、一定時間プログラムを保持しているものも含ん
でも良い。また上記プログラムは、前述した機能の一部を実現するためのものであっても
良く、さらに前述した機能をコンピュータシステムにすでに記録されているプログラムと
の組み合わせで実現できるものであっても良い。
【０２５４】
　また、上述した実施形態における基地局装置２－１あるいは基地局装置２－２は、複数
の装置から構成される集合体（装置グループ）として実現することもできる。装置グルー
プを構成する装置の各々は、上述した実施形態に関わる基地局装置２－１あるいは基地局
装置２－２の各機能または各機能ブロックの一部、または、全部を備えてもよい。装置グ
ループとして、基地局装置２－１あるいは基地局装置２－２の一通りの各機能または各機
能ブロックを有していればよい。また、上述した実施形態に関わる端末装置１は、集合体
としての基地局装置と通信することも可能である。
【０２５５】
　また、上述した実施形態における基地局装置２－１あるいは基地局装置２－２は、ＥＵ
ＴＲＡＮ（Ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ　Ｒａｄｉｏ
　Ａｃｃｅｓｓ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）であってもよい。また、上述した実施形態における基
地局装置２－１あるいは基地局装置２－２は、ｅＮｏｄｅＢに対する上位ノードの機能の
一部または全部を有してもよい。
【０２５６】
　また、上述した実施形態における端末装置１、基地局装置２－１あるいは基地局装置２
－２の一部、又は全部を典型的には集積回路であるＬＳＩとして実現してもよいし、チッ
プセットとして実現してもよい。端末装置１、基地局装置２－１あるいは基地局装置２－
２の各機能ブロックは個別にチップ化してもよいし、一部、又は全部を集積してチップ化
してもよい。また、集積回路化の手法はＬＳＩに限らず専用回路、又は汎用プロセッサで
実現しても良い。また、半導体技術の進歩によりＬＳＩに代替する集積回路化の技術が出
現した場合、当該技術による集積回路を用いることも可能である。
【０２５７】
　また、上述した実施形態では、端末装置もしくは通信装置の一例としてセルラー移動局
装置を記載したが、本願発明は、これに限定されるものではなく、屋内外に設置される据
え置き型、または非可動型の電子機器、たとえば、ＡＶ機器、キッチン機器、掃除・洗濯
機器、空調機器、オフィス機器、自動販売機、その他生活機器などの端末装置もしくは通
信装置にも適用出来る。
【０２５８】
　以上、この発明の実施形態に関して図面を参照して詳述してきたが、具体的な構成はこ
の実施形態に限られるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲の設計変更等も含
まれる。また、本発明は、請求項に示した範囲で種々の変更が可能であり、異なる実施形
態にそれぞれ開示された技術的手段を適宜組み合わせて得られる実施形態についても本発
明の技術的範囲に含まれる。また、上記各実施形態に記載された要素であり、同様の効果
を奏する要素同士を置換した構成も含まれる。
【符号の説明】
【０２５９】
３０１　上位層
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３０２　制御部
３０３　コードワード生成部
３０４　下りリンクサブフレーム生成部
３０５　下りリンク参照信号生成部
３０６　ＯＦＤＭ信号送信部
３０７　送信アンテナ
３０８　受信アンテナ
３０９　ＳＣ－ＦＤＭＡ信号受信部
３１０　上りリンクサブフレーム処理部
３１１　上りリンク制御情報抽出部
４０１　受信アンテナ
４０２　ＯＦＤＭ信号受信部
４０３　下りリンクサブフレーム処理部
４０４　下りリンク参照信号抽出部
４０５　トランスポートブロック抽出部
４０６　制御部
４０７　上位層
４０８　チャネル状態測定部
４０９　上りリンクサブフレーム生成部
４１０　上りリンク制御情報生成部
４１１　ＳＣ－ＦＤＭＡ信号送信部
４１２　送信アンテナ

【図１】 【図２】
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【図１３】 【図１４】
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