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(57)【要約】
　それぞれが複数の単位バンドを含む第１周波数帯及び
第２周波数帯を同時に用いて一連のデータ信号列を伝送
する無線通信システムにおいて、ＱｏＳを維持しつつメ
ジャメントできる無線受信装置、及び、使用単位バンド
外参照信号のメジャメント方法。端末（１００）におい
て、メジャメント実行部（１５０－１）が、第１周波数
帯において第１使用単位バンド以外の単位バンドで送信
された使用単位バンド外参照信号の受信電力を、第２デ
ータ受信区間とオーバラップし且つ第１データ受信区間
と時分割された第１メジャメント区間で測定する。こう
することで、端末（１００）は、どのタイミングにおい
ても、いずれかの周波数帯でソース基地局（２００）と
データ通信を実行できるので、下り信号伝送の遅延を軽
減することができる。すなわち、ＱｏＳを維持しつつメ
ジャメントできる端末（１００）を実現することができ
る。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　それぞれが複数の単位バンドを含む第１周波数帯及び第２周波数帯を同時に用いて一連
のデータ信号列を受信可能な無線受信装置であって、
　前記第１周波数帯で送信されたＲＦ信号を受信する第１ＲＦ部セットと、
　前記第２周波数帯で送信されたＲＦ信号を受信する第２ＲＦ部セットと、
　前記第１ＲＦ部セットで受信された受信信号のうち前記第１周波数帯に含まれる第１使
用単位バンドを用いて送信されたデータ信号を第１データ受信区間で受信し、且つ、前記
第２ＲＦ部セットで受信された受信信号のうち前記第２周波数帯に含まれる第２使用単位
バンドを用いて送信されたデータ信号を第２データ受信区間で受信するデータ受信手段と
、
　前記第１使用単位バンド及び前記第２使用単位バンド以外の単位バンドで送信された使
用単位バンド外参照信号の受信電力を、前記第１データ受信区間とオーバラップし且つ前
記第２データ受信区間と時分割されたメジャメント区間で測定する受信電力測定手段と、
　を具備する無線受信装置。
【請求項２】
　前記受信電力測定手段は、前記第２周波数帯で前記受信電力を測定する第２周波数帯測
定手段であり、
　前記第１周波数帯内の前記使用単位バンド外参照信号の受信電力を前記第１データ受信
区間及び前記第１メジャメント区間と時分割された第２メジャメント区間において測定す
る通信優先モードで測定する第１周波数帯測定手段、をさらに具備する、
　請求項１に記載の無線受信装置。
【請求項３】
　前記通信優先モードと、前記第１メジャメント区間と前記第２メジャメント区間とを同
じ区間とするメジャメント優先モードとを切り替えるメジャメント制御手段、をさらに具
備する、
　請求項２に記載の無線受信装置。
【請求項４】
　複数の単位バンドを含む第１周波数帯のうち第１使用単位バンドを用いて送信されたデ
ータ信号を第１データ受信区間で第１ＲＦ部セットを介して受信し、且つ、複数の単位バ
ンドを含む第２周波数帯のうち第２使用単位バンドを用いて送信されたデータ信号を第２
データ受信区間で第２ＲＦ部セットを介して受信するステップと、
　前記第１使用単位バンド及び前記第２使用単位バンド以外の単位バンドで送信された使
用単位バンド外参照信号の受信電力をメジャメント区間で測定するステップと、
　を具備し、
　前記メジャメント区間は、前記第１データ受信区間とオーバラップし且つ前記第２デー
タ受信区間と時分割される、
　使用単位バンド外参照信号のメジャメント方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、それぞれが複数の単位バンドを含む第１周波数帯及び第２周波数帯を同時に
用いて一連のデータ信号列を伝送する無線通信システムにおける無線受信装置、及び、使
用単位バンド外参照信号のメジャメント方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　３ＧＰＰ　ＬＴＥでは、下り回線の通信方式としてＯＦＤＭＡ（Orthogonal Frequency
 Division Multiple Access）が採用されている。３ＧＰＰ　ＬＴＥが適用された無線通
信システムでは、無線通信基地局装置（以下、単に「基地局」と呼ばれる）が予め定めら
れた通信リソースを用いて参照信号（Reference Signal：ＲＳ）を送信する。そして、無
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線通信端末装置（以下、単に「端末」と呼ばれることがある）は受信した参照信号を用い
てチャネル推定を行い、チャネル推定値を用いて受信データを復調する（例えば、非特許
文献１参照）。
【０００３】
　また、３ＧＰＰ　ＬＴＥよりも更なる通信の高速化を実現する３ＧＰＰ　ＬＴＥ－ａｄ
ｖａｎｃｅｄの標準化が開始された。３ＧＰＰ　ＬＴＥ－ａｄｖａｎｃｅｄでは、最大１
Ｇｂｐｓ以上の下り伝送速度を実現するために、複数の周波数バンドを束ねて通信するバ
ンドアグリゲーション（Band aggregation）方式が採用される見込みである。
【０００４】
　図１は、バンドアグリゲーション方式の説明に供する図である。図１に示すようにバン
ドアグリゲーション方式が適用される無線通信システムにおいて、端末は、複数の周波数
帯(例えば、２ＧＨｚ帯と３．４ＧＨｚ帯)のそれぞれで基地局からの下り信号を２０ＭＨ
ｚずつ同時に受信し、自分向けのデータを復号する。ここでは、２０ＭＨｚの幅を持ち、
中心付近にＳＣＨ(Synchronization Channel)を含む帯域が受信帯域の基本単位(以下、「
単位バンド」と呼ばれることがある)とされている。なお、端末は、各周波数帯にて異な
る基地局から信号を受信しても良いし、複数周波数帯に対応した同一基地局からの信号を
受信しても良い。端末が同一基地局からの信号を受信する場合、図１のＣｅｌｌ　ＡとＣ
ｅｌｌ　Ｘは同一のセルを表す。また、「単位バンド」は、３ＧＰＰ　ＬＴＥにおいて、
英語でＣｏｍｐｏｎｅｎｔ　Ｃａｒｒｉｅｒ（ｓ）と表記されることがある。
【０００５】
　更に、端末は、空間ダイバーシチ受信又は空間多重受信を実行するために、各周波数帯
域に複数の受信ＲＦ部を具備する。例えば、図１に示すバンドアグリゲーション方式が適
用される無線通信システムにおいて、端末が各周波数帯において２アンテナの空間ダイバ
ーシチ受信を実行すると仮定すると、端末が具備するＲＦ部の数は、２ＧＨｚ帯に２つ、
３．４ＧＨｚ帯向けに２つの計４つとなる。
【０００６】
　ところで、移動体通信システムでは、端末が或る基地局と接続して通信を開始できた場
合にも、端末の移動又は周りの遮蔽物の移動によって端末と基地局との間の信号電力が変
動する場合がある。従って、端末は、常に周りの基地局からの信号電力を測定すると共に
、基地局切り替え(つまり、ハンドオーバー)に備える必要がある。
【０００７】
　しかし、単一の周波数帯を用いる移動体通信システムでは、現在接続中の基地局(つま
り、ソース基地局)が使用する周波数帯の中心周波数と周囲に存在する基地局(つまり、ハ
ンドオーバー先候補の基地局)が使用する周波数帯の中心周波数とが同一であるとは限ら
ず、端末がソース基地局との通信中に周囲の基地局からの信号電力を測定することは難し
かった。
【０００８】
　そこで、同じく単一の周波数帯を用いる３ＧＰＰ　ＬＴＥシステムでは、端末がソース
基地局と通信を継続している間に、周囲の基地局からの信号電力を測定する方法(つまり
、Measurement)が定められている。
【０００９】
　図２は、３ＧＰＰ　ＬＴＥにて定められているＭｅａｓｕｒｅｍｅｎｔの説明に供する
図である。図２に示すように３ＧＰＰ　ＬＴＥ基地局は、或る端末と使用単位バンドで通
信を開始すると、その端末に対して４０ｍｓに１回、６ｍｓの期間（以下、「メジャメン
ト区間」と呼ばれることがある）だけ中心周波数を移動させて、他の基地局からの信号電
力を使用単位バンド外で測定（以下、「単位バンド外メジャメント」と呼ばれることがあ
る）するように指示する。このメジャメント区間において、基地局は、当該端末に対して
下りデータ信号(下り制御信号（PDCCH）及び下りデータ信号（PDSCH）を含む)を割り当て
ずにデータ信号送信を止める。従って、当該端末は、中心周波数を切り替えて他の単位バ
ンドに存在する基地局の信号電力を不都合無く測定することができる。なお、ある端末が
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単位バンド外メジャメントを実行中であっても、他の端末は下りデータ信号の受信が可能
であるため、他の端末向けの下りデータ信号を割り当てても良い。
【００１０】
　なお、ソース基地局と同一の単位バンドを用いて通信を行う他の基地局が存在するため
、端末は、ソース基地局と通信中(図２のPDCCH/PDSCH受信部分)にも他の基地局からの信
号電力を測定（以下、「単位バンド内メジャメント」と呼ばれることがある）する。この
単位バンド内メジャメントは、基地局から送信されたＳＣＨ(Synchronization Channel)
又はＲＳ(Reference Signal)の受信電力を参照して行われる。これらの信号は基地局間で
符号多重されているため、端末は、ソース基地局と通信中にも同一単位バンドで他の基地
局から送信された信号の電力を測定することができる。　
【先行技術文献】
【非特許文献】
【００１１】
【非特許文献１】3GPP TS 36.211 V8.3.0, “Physical Channels and Modulation (Relea
se 8),” May 2008
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　ところで、メジャメント結果は、下りデータ信号の受信性能予測に用いられる。従って
、受信性能予測の誤差を少なくするためにメジャメントとデータ信号受信との条件を揃え
る必要、つまり、メジャメントとデータ信号受信とで用いられるアンテナ及び受信ＲＦ部
の数を同数とする必要がある。すなわち、３ＧＰＰ　ＬＴＥシステムにおいては、単位バ
ンド外メジャメントでも単位バンド内メジャメントでも、端末は、データ信号受信時と同
数の受信ＲＦ部を用いて、参照信号の受信電力を測定している。従って、単位バンド外メ
ジャメントの場合には、上記したようにソース基地局の当該端末に対する信号送信を止め
る必要がある。
【００１３】
　このため、３ＧＰＰ　ＬＴＥシステムでは、基地局側に当該端末向けの送信データが発
生したとしても、データ発生のタイミングによってはメジャメント区間分の伝送遅延が発
生することにより、ＱｏＳが低下する問題がある。
【００１４】
　本発明の目的は、それぞれが複数の単位バンドを含む第１周波数帯及び第２周波数帯を
同時に用いて一連のデータ信号列を伝送する無線通信システムにおいて、ＱｏＳを維持し
つつメジャメントできる無線受信装置、及び、使用単位バンド外参照信号のメジャメント
方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　本発明の無線受信装置は、それぞれが複数の単位バンドを含む第１周波数帯及び第２周
波数帯を同時に用いて一連のデータ信号列を受信可能な無線受信装置であって、前記第１
周波数帯で送信されたＲＦ信号を受信する第１ＲＦ部セットと、前記第２周波数帯で送信
されたＲＦ信号を受信する第２ＲＦ部セットと、前記第１ＲＦ部セットで受信された受信
信号のうち前記第１周波数帯に含まれる第１使用単位バンドを用いて送信されたデータ信
号を第１データ受信区間で受信し、且つ、前記第２ＲＦ部セットで受信された受信信号の
うち前記第２周波数帯に含まれる第２使用単位バンドを用いて送信されたデータ信号を第
２データ受信区間で受信するデータ受信手段と、前記第１使用単位バンド及び前記第２使
用単位バンド以外の単位バンドで送信された使用単位バンド外参照信号の受信電力を、前
記第１データ受信区間とオーバラップし且つ前記第２データ受信区間と時分割されたメジ
ャメント区間で測定する受信電力測定手段と、を具備する構成を採る。
【００１６】
　本発明の使用単位バンド外参照信号のメジャメント方法は、複数の単位バンドを含む第
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１周波数帯のうち第１使用単位バンドを用いて送信されたデータ信号を第１データ受信区
間で第１ＲＦ部セットを介して受信し、且つ、複数の単位バンドを含む第２周波数帯のう
ち第２使用単位バンドを用いて送信されたデータ信号を第２データ受信区間で第２ＲＦ部
セットを介して受信するステップと、前記第１使用単位バンド及び前記第２使用単位バン
ド以外の単位バンドで送信された使用単位バンド外参照信号の受信電力をメジャメント区
間で測定するステップと、を具備し、前記メジャメント区間は、前記第１データ受信区間
とオーバラップし且つ前記第２データ受信区間と時分割される。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明によれば、それぞれが複数の単位バンドを含む第１周波数帯及び第２周波数帯を
同時に用いて一連のデータ信号列を伝送する無線通信システムにおいて、ＱｏＳを維持し
つつメジャメントできる無線受信装置、及び、使用単位バンド外参照信号のメジャメント
方法を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】バンドアグリゲーション方式の説明に供する図
【図２】３ＧＰＰ　ＬＴＥにて定められているＭｅａｓｕｒｅｍｅｎｔの説明に供する図
【図３】本発明の実施の形態１に係る端末の構成を示すブロック図
【図４】本発明の実施の形態１に係る基地局の構成を示すブロック図
【図５】本発明の実施の形態１に係る端末の通信優先モードの動作説明に供する図
【図６】本発明の実施の形態２に係る端末の通信優先モードの動作説明に供する図
【図７】本発明の実施の形態３に係る端末の通信優先モードの動作説明に供する図
【図８】本発明の実施の形態４に係る端末のモード切替の説明に供する図
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　以下、本発明の実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。なお、実施の形態
において、同一の構成要素には同一の符号を付し、その説明は重複するので省略する。
【００２０】
　（実施の形態１）
　［端末の構成］
　図３は、実施の形態１に係る端末１００の構成を示すブロック図である。端末１００は
、それぞれが複数の単位バンドを含む第１周波数帯及び第２周波数帯を同時に用いて一連
のデータ信号列を受信可能に構成されている。すなわち、端末１００は、バンドアグリゲ
ーション（Band aggregation）方式で送信された一連のデータ信号列を受信する。例えば
、第１周波数帯は２ＧＨｚ帯であり、第２周波数帯は３．４ＧＨｚ帯である。
【００２１】
　図３において、端末１００は、ＲＦ部セット１１０－１、２と、アンテナ合成部１２０
－１、２と、分離部１３０－１、２と、データ受信部１４０－１、２と、メジャメント実
行部１５０－１、２と、メジャメント制御部１６０と、復号データ合成部１７０とを有す
る。符号の枝番が１の機能ブロックは第１周波数帯に対応し、枝番が２の機能ブロックは
第２周波数帯に対応する。
【００２２】
　ＲＦ部セット１１０－１は、第１周波数帯で受信可能なＲＦ部１１２を複数有し、空間
ダイバーシチ受信が可能に構成されている。ここでは、ＲＦ部セット１１０－１は、ＲＦ
部１１２－１、２というペアを有している。また、ＲＦ部セット１１０－２は、第２周波
数帯で受信可能なＲＦ部１１４を複数有し、空間ダイバーシチ受信が可能に構成されてい
る。ここでは、ＲＦ部セット１１０－２は、ＲＦ部１１４－１、２というペアを有してい
る。
【００２３】
　ＲＦ部１１２－１、２は、メジャメント制御部１６０から受け取る中心周波数指示に対
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応する単位バンドの中心周波数に、自身の受信帯域の中心周波数を合わせる。ＲＦ部１１
４－１、２も、同様に、メジャメント制御部１６０から受け取る中心周波数指示に対応す
る単位バンドの中心周波数に、自身の受信帯域の中心周波数を合わせる。
【００２４】
　アンテナ合成部１２０－１は、ＲＦ部セット１１０－１で受信された複数の受信信号を
合成し、合成受信信号を分離部１３０－１に出力する。また、アンテナ合成部１２０－２
は、ＲＦ部セット１１０－２で受信された複数の受信信号を合成し、合成受信信号を分離
部１３０－２に出力する。
【００２５】
　分離部１３０－１は、合成受信信号に含まれる信号を種類によって分離し、分離信号を
データ受信部１４０－１及びメジャメント実行部１５０－１に出力する。データ受信部１
４０－１に出力される分離信号には、端末１００が現在通信中のソース基地局から使用単
位バンドで送信された、下りデータ信号(下り制御信号（PDCCH）及び下りデータ信号（PD
SCH）を含む)、及び、参照信号（ＲＳ：Reference Signal）が含まれる。一方、メジャメ
ント実行部１５０－１に出力される分離信号には、ソース基地局以外の基地局から使用単
位バンドの外で送信された、同期チャネル（ＳＣＨ）及び参照信号（ＲＳ）が含まれる。
【００２６】
　分離部１３０－２は、合成受信信号に含まれる信号を種類によって分離し、分離信号を
データ受信部１４０－２及びメジャメント実行部１５０－２に出力する。データ受信部１
４０－２に出力される分離信号には、端末１００が現在通信中のソース基地局から使用単
位バンドで送信された、下りデータ信号(下り制御信号（PDCCH）及び下りデータ信号（PD
SCH）を含む)、及び、参照信号（ＲＳ：Reference Signal）が含まれる。一方、メジャメ
ント実行部１５０－２に出力される分離信号には、ソース基地局以外の基地局から使用単
位バンドの外で送信された、同期チャネル（ＳＣＨ）及び参照信号（ＲＳ）が含まれる。
【００２７】
　データ受信部１４０－１は、第１データ受信区間において分離部１３０－１から下りデ
ータ信号を受け取る。すなわち、データ受信部１４０－１は、ＲＦ部セット１１０－１で
受信された受信信号のうち第１周波数帯に含まれる使用単位バンド（以下、「第１使用単
位バンド」と呼ばれることがある）を用いて送信されたデータ信号を第１データ受信区間
で受信する。具体的には、データ受信部１４０－１は、第１データ受信区間においてＰＤ
ＣＣＨのブラインド受信を行い、端末１００に割り当てられたＵＥ－ＩＤでＣＲＣをデマ
スクし、ＣＲＣ結果がＯＫである受信信号のみを端末１００宛のＰＤＣＣＨとして抽出す
る。そして、データ受信部１４０－１は、抽出したＰＤＣＣＨに含まれる割当情報及びＭ
ＣＳ情報を元に、データの復調、復号、エラーチェック等の受信処理を行う。そして、復
号が完了したデータは、復号データ合成部１７０に出力される。
【００２８】
　データ受信部１４０－２は、第２データ受信区間において分離部１３０－２から下りデ
ータ信号を受け取る。すなわち、データ受信部１４０－２は、ＲＦ部セット１１０－２で
受信された受信信号のうち第２周波数帯に含まれる使用単位バンド（以下、「第２使用単
位バンド」と呼ばれることがある）を用いて送信されたデータ信号を第２データ受信区間
で受信する。具体的には、データ受信部１４０－２は、第２データ受信区間においてＰＤ
ＣＣＨのブラインド受信を行い、端末１００に割り当てられたＵＥ－ＩＤでＣＲＣをデマ
スクし、ＣＲＣ結果がＯＫである受信信号のみを端末１００宛のＰＤＣＣＨとして抽出す
る。そして、データ受信部１４０－２は、抽出したＰＤＣＣＨに含まれる割当情報及びＭ
ＣＳ情報を元に、データの復調、復号、エラーチェック等の受信処理を行う。そして、復
号が完了したデータは、復号データ合成部１７０に出力される。
【００２９】
　メジャメント実行部１５０－１は、第１使用単位バンド及び第２使用単位バンド以外の
単位バンドで送信された使用単位バンド外参照信号の受信電力を、第２データ受信区間と
オーバラップし且つ第１データ受信区間と時分割された第１メジャメント区間で測定する
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。
【００３０】
　メジャメント実行部１５０－２は、第１使用単位バンド及び第２使用単位バンド以外の
単位バンドで送信された使用単位バンド外参照信号の受信電力を、第１データ受信区間と
オーバラップし且つ第２データ受信区間と時分割された第２メジャメント区間で測定する
。
【００３１】
　ここで、メジャメント実行部１５０－１、２に入力されるＳＣＨには、各基地局に固有
の符号が用いられている。従って、端末１００は、符号候補群を保持しており、符号候補
群と受信信号との相関を取って、最も相関の高い符号候補を特定する。この特定された符
号候補に基づいて、１つの基地局識別番号が特定される。この基地局識別番号には、スク
ランブリング符号が対応づけられており、メジャメント実行部１５０－１、２は、そのス
クランブリングコードを用いることにより、その基地局識別番号に対応する基地局から送
信された参照信号を抽出することができる。
【００３２】
　メジャメント制御部１６０は、メジャメント制御信号に基づいて、メジャメントタイミ
ング情報及び中心周波数指示を生成する。メジャメントタイミング情報は、メジャメント
実行部１５０－１、２に出力され、中心周波数指示は、ＲＦ部セット１１０－１、２に出
力される。
【００３３】
　ここでメジャメント制御信号には、メジャメントの周期と、メジャメント周波数位置（
つまり、或る周波数帯におけるどの周波数位置でＳＣＨ／ＲＳを捕まえて信号電力を測定
すればよいかを示す）とが含まれている。なお、メジャメント制御信号は、メジャメント
が行われる周波数帯でデータと一緒に送信されても、メジャメントが行われる周波数帯以
外でデータと一緒に送信されてもよい。
【００３４】
　具体的には、メジャメント制御部１６０は、メジャメント制御信号に含まれるメジャメ
ント周期に基づいて、第１メジャメント区間及び第２メジャメント区間を決定する。そし
て、メジャメント制御部１６０は、決定した第１メジャメント区間及び第２メジャメント
区間をそれぞれメジャメントタイミング情報としてメジャメント実行部１５０－１、２に
出力する。こうして出力されたメジャメントタイミング情報に基づいて、メジャメント実
行部１５０－１、２は、それぞれ第１メジャメント区間及び第２メジャメント区間にメジ
ャメントを実行することができる。
【００３５】
　また、メジャメント制御部１６０は、メジャメント制御信号に含まれるメジャメント周
波数位置に基づいて中心周波数指示を生成し、この中心周波数指示をＲＦ部セット１１０
－１、２に出力する。こうして出力された中心周波数指示に対応する単位バンドを、ＲＦ
部セット１１０－１、２は受信対象単位バンドとする。
【００３６】
　復号データ合成部１７０は、データ受信部１４０－１で得られた第１周波数帯の復号デ
ータと、データ受信部１４０－２で得られた第２周波数帯の復号データとを合成し、得ら
れた一連のデータ列（つまり、受信データ）を上位レイヤに転送する。また、合成された
受信データには基地局からのメジャメント制御信号がデータとして含まれており、復号デ
ータ合成部１７０は、そのメジャメント制御信号をメジャメント制御部１６０に出力する
。
【００３７】
　［基地局の構成］
　図４は、実施の形態１に係る基地局２００の構成を示すブロック図である。基地局２０
０は、それぞれが複数の単位バンドを含む第１周波数帯及び第２周波数帯を同時に用いて
一連のデータ信号列を送信可能に構成されている。すなわち、基地局２００は、一連のデ
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ータ信号列をバンドアグリゲーション（Band aggregation）方式で送信する。例えば、第
１周波数帯は２ＧＨｚ帯であり、第２周波数帯は３．４ＧＨｚ帯である。
【００３８】
　図４において基地局２００は、割当部２１０と、ＰＤＣＣＨ／ＰＤＳＣＨ変調部２２０
－１、２と、制御部２３０と、ＳＣＨ／ＲＳ生成部２４０－１、２と、多重部２５０－１
、２と、ＲＦ部２６０－１、２とを有する。符号の枝番が１の機能ブロックは第１周波数
帯に対応し、枝番が２の機能ブロックは第２周波数帯に対応する。
【００３９】
　割当部２１０には、メジャメント制御信号及び送信データが１つのデータ信号として入
力される。割当部２１０は、制御部２３０から受け取る割当制御信号に基づいて、入力デ
ータ信号を第１周波数帯のリソース及び第２周波数帯のリソースに分配する。２つの分配
信号は、ＰＤＳＣＨデータ信号としてＰＤＣＣＨ／ＰＤＳＣＨ変調部２２０－１とＰＤＣ
ＣＨ／ＰＤＳＣＨ変調部２２０－２とにそれぞれ出力される。
【００４０】
　ＰＤＣＣＨ／ＰＤＳＣＨ変調部２２０－１、２は、割当部２１０から受け取るＰＤＳＣ
Ｈデータ信号及び制御部２３０から受け取るＰＤＣＣＨデータ信号を入力とし、入力信号
を変調する。変調信号は、多重部２５０－１、２に出力される。
【００４１】
　制御部２３０は、送信先端末１００に割り当てる周波数帯及びその周波数帯における割
当周波数位置（つまり、使用単位バンド）を決定する。制御部２３０は、決定した割当を
指示するための信号（割当制御信号）を割当部２１０に出力する。また、制御部２３０は
、決定した割当に関する情報をＰＤＣＣＨデータ信号として生成する。このＰＤＣＣＨデ
ータ信号は、それのＣＲＣ部分を、送信先端末１００に割り当てられたＵＥ－ＩＤによっ
てマスクされた後、ＰＤＣＣＨ／ＰＤＳＣＨ変調部２２０－１、２に出力される。
【００４２】
　ＳＣＨ／ＲＳ生成部２４０－１、２は、ＳＣＨ及びＲＳを生成し、多重部２５０－１、
２に出力する。
【００４３】
　多重部２５０－１は、ＳＣＨ／ＲＳ生成部２４０－１から受け取るＳＣＨ及びＲＳ並び
にＰＤＣＣＨ／ＰＤＳＣＨ変調部２２０－１から受け取る変調信号を多重し、多重信号を
ＲＦ部２６０－１に出力する。多重部２５０－２は、ＳＣＨ／ＲＳ生成部２４０－２から
受け取るＳＣＨ及びＲＳ並びにＰＤＣＣＨ／ＰＤＳＣＨ変調部２２０－２から受け取る変
調信号を多重し、多重信号をＲＦ部２６０－２に出力する。
【００４４】
　ＲＦ部２６０－１、２は、多重信号を送信無線処理した後、アンテナを介して送信する
。ここでは、ＲＦ部２６０－１は第１周波数帯で送信し、ＲＦ部２６０－２は第２周波数
帯で送信する。
【００４５】
　［端末１００及び基地局２００の動作］
　図５は、端末１００の通信優先モードの動作説明に供する図である。
【００４６】
　まず、基地局２００は、端末１００が当該基地局とのデータ通信に利用している単位バ
ンド１－２、２－２において、割当情報信号であるＰＤＣＣＨデータ信号を端末１００に
対して送信している。そのＰＤＣＣＨデータ信号の内容には、単位バンド１－２、２－２
における当該端末向けのデータ信号が、どの周波数位置に配置されるかという情報が含ま
れている。
【００４７】
　また、基地局２００は、メジャメント制御信号を端末１００に対して送信している。メ
ジャメント制御信号の内容には、メジャメントの周期と、メジャメント周波数位置とが含
まれている。図５においては、メジャメントの周期は、４０ｍｓである。端末１００は、
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このメジャメント制御信号に基づいて、各周波数帯のメジャメント区間、及び、各メジャ
メント区間でメジャメントする単位バンドを設定する。
【００４８】
　図５においては、まず、第２周波数帯では、時間ｔ１～ｔ２の間がメジャメント区間（
つまり、上記第２メジャメント区間）に設定されている。また、そのメジャメント区間で
メジャメントする単位バンドは、単位バンド２－１とされている。また、時間ｔ５～ｔ６
もメジャメント区間に設定されている。時間ｔ５～ｔ６のメジャメント区間でメジャメン
トする単位バンドは、単位バンド２－４とされている。
【００４９】
　そして、メジャメント区間とオーバラップしない区間である時間ｔ２～ｔ５が第２周波
数帯おいて下りデータ信号を受信する区間、つまり、上記第２データ受信区間に設定され
ている。すなわち、第２周波数帯において第２データ受信区間と第２メジャメント区間と
は、時分割されている。
【００５０】
　一方、第２周波数帯のメジャメント区間である時間ｔ１～ｔ２（又は、時間ｔ５～ｔ６
）は、第１周波数帯では下りデータ信号を受信する区間、つまり、上記第１データ受信区
間に設定されている。そして、第１データ受信区間とオーバラップしない時間ｔ３～ｔ４
が、第１メジャメント区間（ここでは、メジャメントする単位バンドは、単位バンド１－
１とされている）に設定されている。この第１メジャメント区間は、第２データ受信区間
とオーバラップしている。
【００５１】
　すなわち、図５に示される通信優先モードにおいて、一つの周波数帯におけるメジャメ
ント区間は他の周波数帯におけるメジャメント区間とずれており、一つの周波数帯におけ
るメジャメント区間に対応する時間帯は、他の周波数帯ではデータ受信区間になっている
。すなわち、端末１００は、どのタイミングにおいても、いずれかの周波数帯でソース基
地局２００とデータ通信を実行している。このように端末１００はいずれのタイミングに
おいてもデータ受信できる状態にあるので、基地局２００で伝送遅延が発生することを防
止できる。従って、端末１００は、システムにおけるＱｏＳのレベルを維持しつつメジャ
メントできる。
【００５２】
　以上のように本実施の形態によれば、端末１００において、メジャメント実行部１５０
－１が、第１周波数帯において第１使用単位バンド以外の単位バンドで送信された使用単
位バンド外参照信号の受信電力を、第２データ受信区間とオーバラップし且つ第１データ
受信区間と時分割された第１メジャメント区間で測定する。
【００５３】
　こうすることで、端末１００は、どのタイミングにおいても、いずれかの周波数帯でソ
ース基地局２００とデータ通信を実行できるので、下り信号伝送の遅延を軽減することが
できる。すなわち、ＱｏＳを維持しつつメジャメントできる端末１００を実現することが
できる。
【００５４】
　また、端末１００においては、メジャメント実行部１５０－２が、第２周波数帯におい
て第２使用単位バンド以外の単位バンドで送信された使用単位バンド外参照信号の受信電
力を、第１データ受信区間とオーバラップし且つ第２データ受信区間と時分割された第２
メジャメント区間で測定する。
【００５５】
　なお、以上の説明では、下り信号伝送の遅延についてしか述べていない。しかしながら
、単位バンド外メジャメントを行う際には、基地局２００は上りデータ信号のＨＡＲＱの
ための応答信号を返すこともできない。従って、従来の３ＧＰＰ　ＬＴＥシステムにおけ
るメジャメント方法では上りデータ信号にも遅延が発生する可能性がある。これに対して
、本実施の形態のようにすることで、上りデータ信号の遅延も軽減することができる。
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【００５６】
　また、実施の形態１に係る端末１００は、次のようなシステムにおいて有効である。す
なわち、バンドアグリゲーション方式に対応可能な基地局２００と、バンドアグリゲーシ
ョン方式に対応できない基地局とが混在しているシステムである。本実施の形態の基地局
２００は、バンドアグリゲーション方式に対応可能に構成されている。
【００５７】
　一方、バンドアグリゲーション方式に対応できなく且つ２ＧＨｚ帯にしか対応していな
い基地局は、図４においてＰＤＣＣＨ／ＰＤＳＣＨ変調部２２０－２と、ＳＣＨ／ＲＳ生
成部２４０－２と、多重部２５０－２と、ＲＦ部２６０－２を有さない構成となる。また
、バンドアグリゲーション方式に対応できなく且つ３．４ＧＨｚ帯にしか対応していない
基地局は、図４においてＰＤＣＣＨ／ＰＤＳＣＨ変調部２２０－１と、ＳＣＨ／ＲＳ生成
部２４０－１と、多重部２５０－１と、ＲＦ部２６０－１を有さない構成となる。どちら
の場合も、自身が対応可能な周波数帯でしかＳＣＨを送信することができない。
【００５８】
　このような場合に端末１００が周辺に位置するすべての基地局を把握するためには、２
ＧＨｚ帯及び３．４ＧＨｚ帯の両方でメジャメントを実行しなければならない。
【００５９】
　（実施の形態２）
　実施の形態２に係る端末は、少なくとも一方のＲＦ部セットを構成する全てのＲＦ部が
単独で複数の周波数帯をサポートできる。本実施の形態に係る端末の基本構成は、実施の
形態１で説明された端末の構成と同じである。従って、本実施の形態に係る端末について
も、図３を用いて説明する。
【００６０】
　実施の形態２に係る端末１００において、少なくともＲＦ部セット１１０－２は、第２
周波数帯だけでなく、第１周波数帯にも対応可能に構成されている。従って、ＲＦ部セッ
ト１１０－２に設定される受信対象周波数帯によっては、アンテナ合成部１２０－２、分
離部１３０－２、データ受信部１４０－２、及びメジャメント実行部１５０－２は、第１
周波数帯で送信された信号に係る処理を行う。
【００６１】
　また、実施の形態２に係る端末１００においては、第１周波数帯における使用帯域外メ
ジャメントについてもメジャメント実行部１５０－２が実行する。従って、メジャメント
実行部１５０－１は無くてもよい。
【００６２】
　図６は、実施の形態２に係る端末１００の通信優先モードの動作説明に供する図である
。
【００６３】
　図６において使用単位バンド外メジャメントのメジャメント区間が存在する時間帯は、
実施の形態１における図５の場合と同様である。しかしながら、第２周波数帯のメジャメ
ントのみならず第１周波数帯のメジャメントも、ＲＦ部セット１１０－２、メジャメント
実行部１５０－２が行っている。これに伴い、ＲＦ部セット１１０－１は、受信対象バン
ドが使用単位バンドに設定された状態となっている。
【００６４】
　以上のように本実施の形態によれば、端末１００において、メジャメント実行部１５０
－２が、第１使用単位バンド及び第２使用単位バンド以外の単位バンドで送信された使用
単位バンド外参照信号の受信電力を、第１データ受信区間とオーバラップし且つ第２デー
タ受信区間と時分割されたメジャメント区間で測定する。
【００６５】
　こうすることによっても、端末１００は、どのタイミングにおいても、いずれかの周波
数帯でソース基地局２００とデータ通信を実行できるので、下り信号伝送の遅延を軽減す
ることができる。すなわち、ＱｏＳを維持しつつメジャメントできる端末１００を実現す
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ることができる。
【００６６】
　実施の形態２では、特に、常に距離減衰の少ない２ＧＨｚ帯が下りデータ信号の伝送に
用いられているので、端末１００のデータ受信性能を向上することができる。なお、端末
１００が２ＧＨｚ帯で通信を継続することは、基地局からのシグナリングによって指定さ
れてもよい。又は、シグナリングによらず、ＶｏＩＰ呼のような継続して発生する信号が
割り当てられた帯域(Semi-persistent Schedulingによる割当が行われた帯域)に自動的に
設定されてもよい。
【００６７】
　（実施の形態３）
　実施の形態３に係る端末は、１つの周波数帯でのみメジャメントを行う。本実施の形態
に係る端末の基本構成は、実施の形態１で説明された端末の構成と同じである。従って、
本実施の形態に係る端末についても、図３を用いて説明する。
【００６８】
　実施の形態３に係る端末１００においては、メジャメント実行部１５０－１のみがメジ
ャメントを行う。すなわち、実施の形態３に係る端末１００は、２ＧＨｚ帯でのみメジャ
メントを行う。従って、メジャメント実行部１５０－２は無くてもよい。
【００６９】
　図７は、実施の形態３に係る端末１００の通信優先モードの動作説明に供する図である
。
【００７０】
　図７において使用単位バンド外メジャメントのメジャメント区間が存在する時間帯は、
実施の形態１における図５の場合と同様である。しかしながら、メジャメント実行部１５
０－１のみがメジャメントを行う。これに伴い、ＲＦ部セット１１０－２は、受信対象バ
ンドが使用単位バンドに設定された状態となっている。
【００７１】
　以上のように本実施の形態によれば、端末１００において、メジャメント実行部１５０
－１が、第１周波数帯において第１使用単位バンド以外の単位バンドで送信された使用単
位バンド外参照信号の受信電力を、第２データ受信区間とオーバラップし且つ第１データ
受信区間と時分割されたメジャメント区間で測定する。
【００７２】
　こうすることによっても、端末１００は、どのタイミングにおいても、いずれかの周波
数帯でソース基地局２００とデータ通信を実行できるので、下り信号伝送の遅延を軽減す
ることができる。すなわち、ＱｏＳを維持しつつメジャメントできる端末１００を実現す
ることができる。
【００７３】
　ここで実施の形態３に係る端末１００は、次のようなシステムにおいて有効である。す
なわち、ソース基地局及びハンドオーバー先候補の基地局を含む全ての基地局が２ＧＨｚ
帯を必ずサポートしており、且つ、２ＧＨｚ帯で必ずＳＣＨを送信しているシステムにお
いて有効である。このシステムにおいては、端末１００は、３．４ＧＨｚ帯でメジャメン
トしなくても、２ＧＨｚ帯のメジャメントをするだけで、全ての周辺基地局を見つけるこ
とができるからである。
【００７４】
　例えば、同一基地局が２ＧＨｚ帯及び３．４ＧＨｚ帯の両方でＳＣＨ及びＲＳを送信し
ている場合、実施の形態１では重複して基地局を検索するという無駄が発生するが、実施
の形態３のようにすることで、端末１００は、無駄なく周囲の基地局全てを検索すること
ができる。この場合、３．４ＧＨｚ帯における使用単位バンド内メジャメントは実行して
も実行しなくてもよい。
【００７５】
　（実施の形態４）
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　実施の形態４では、実施の形態１乃至３で説明した通信優先モードと、メジャメント優
先モードとが切り替えられる。本実施の形態に係る端末の基本構成は、実施の形態１で説
明された端末の構成と同じである。従って、本実施の形態に係る端末についても、図３を
用いて説明する。
【００７６】
　実施の形態４に係る端末１００は、通信優先モードとメジャメント優先モードとでモー
ドを切り替えて、メジャメントを行う。ここで通信優先モードとは、実施の形態１乃至３
で説明したように、どのタイミングにおいても、いずれかの周波数帯でソース基地局２０
０とデータ通信が実行されているモードである。一方、メジャメント優先モードとは、全
ての周波数帯におけるメジャメント区間を一致させるモードである。
【００７７】
　このモード切替は、メジャメント制御信号に基づくメジャメント制御部１６０の制御に
より行われる。すなわち、メジャメント制御部１６０からメジャメント実行部１５０－１
、２に出力されるメジャメントタイミング情報が一致していれば、メジャメント優先モー
ドである。
【００７８】
　図８は、実施の形態４に係る端末１００のモード切替の説明に供する図である。
【００７９】
　図８において、通信優先モードでは、実施の形態１と同様に、メジャメント実行部１５
０－１が、第１周波数帯において第１使用単位バンド以外の単位バンドで送信された使用
単位バンド外参照信号の受信電力を、第２データ受信区間とオーバラップし且つ第１デー
タ受信区間と時分割された第１メジャメント区間で測定し、メジャメント実行部１５０－
２が、第２周波数帯において第２使用単位バンド以外の単位バンドで送信された使用単位
バンド外参照信号の受信電力を、第１データ受信区間とオーバラップし且つ第２データ受
信区間と時分割された第２メジャメント区間で測定する。
【００８０】
　一方、メジャメント優先モードでは、第１メジャメント区間と第２メジャメント区間と
を同一区間とする。すなわち、メジャメント優先モードでは、端末１００は、全てのＲＦ
部セットを同時に動かして高速にメジャメントを行う。
【００８１】
　以上のように本実施の形態によれば、端末１００において、メジャメント制御部１６０
は、通信優先モードとメジャメント優先モードとを切り替える。このモード切替は、例え
ば、端末１００とソース基地局２００との距離、又は、端末１００とソース基地局２００
との間の通信品質などに基づいて行われる。
【００８２】
　こうすることで、例えば、端末１００がセル端に存在して通信品質が低下しているため
一刻も早くハンドオーバーの準備を完了すべき場合には、端末１００はメジャメント優先
モードとすることによって、通信継続が不可能になる前にハンドオーバーの準備が完了で
きる。従って、端末１００の通信が切断するなどの不都合が減少する。また、例えば、下
りデータが多く発生し、且つ、端末１００がセルの中心部に存在する場合には、ハンドオ
ーバーの準備をすぐに行う必要が無いため、通信優先モードを用いることによって下り信
号の伝送遅延を抑えることができる。
【００８３】
　（他の実施の形態）
　実施の形態１乃至４の説明においては、各周波数帯に対応したＲＦ部セットが同時にメ
ジャメントを行うとしたが、それぞれのＲＦ部セットが独立に動くことにより、より高速
なメジャメントを実現してもよい。
【００８４】
　また、実施の形態１乃至４の説明においては、単位バンドを２０ＭＨｚの帯域として説
明したが、単位バンドの大きさは２０ＭＨｚに制限されない。また、単位バンドの中心付
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要は端末が一つの閉じた帯域と理解できる周波数単位が単位バンドであり、例えば中心に
Ｎｕｌｌ　Ｃａｒｒｉｅｒが含まれる周波数単位、ＰＤＣＣＨ等の制御チャネルの周波数
軸方向での広がり、ＢＣＨが含まれる単位等で定義される。また、メジャメントを行う上
で必要な情報は、他セルの基地局のＳＣＨの中心周波数であるため、メジャメント対象の
単位バンドの帯域は明示的に指示されなくてもよい。
【００８５】
　また、実施の形態１乃至４の説明においては、端末に対するメジャメント制御信号がデ
ータと共にＰＤＳＣＨを介して送信されるとしたが、例えば、ＰＤＣＣＨ等の制御チャネ
ルを介してメジャメント制御信号が送信されてもよい。
【００８６】
　また、実施の形態１乃至４において、通信優先モードにて端末１００がメジャメントを
行う場合に、メジャメントを行わないタイミングでは、バンドアグリゲーション向けのＰ
ＤＣＣＨとバンドアグリゲーションを行わない場合のＰＤＣＣＨの両方を同時に検索しな
ければならない。一方、メジャメント実行のタイミングでは、基地局と端末がバンドアグ
リゲーション方式による通信を行うことが出来ない。すなわち、メジャメントが実行され
るタイミングにおいて基地局２００は端末１００に対してバンドアグリゲーション向けの
制御信号を送らないため、端末１００は、このタイミングではバンドアグリゲーション向
けのＰＤＣＣＨをブラインド受信しなくてもよい。つまり、端末はメジャメント実行タイ
ミングにおいてＰＤＣＣＨのブラインド受信の回数が削減でき、この結果、消費電力を抑
えることができる。
【００８７】
　また、実施の形態１乃至４では、本発明をハードウェアで構成する場合を例にとって説
明したが、本発明はソフトウェアで実現することも可能である。
【００８８】
　また、実施の形態１乃至４の説明に用いた各機能ブロックは、典型的には集積回路であ
るＬＳＩとして実現される。これらは個別に１チップ化されてもよいし、一部または全て
を含むように１チップ化されてもよい。ここでは、ＬＳＩとしたが、集積度の違いにより
、ＩＣ、システムＬＳＩ、スーパーＬＳＩ、ウルトラＬＳＩと呼称されることもある。
【００８９】
　また、集積回路化の手法はＬＳＩに限るものではなく、専用回路または汎用プロセッサ
で実現してもよい。ＬＳＩ製造後に、プログラムすることが可能なＦＰＧＡ（Field Prog
rammable Gate Array）や、ＬＳＩ内部の回路セルの接続や設定を再構成可能なリコンフ
ィギュラブル・プロセッサーを利用してもよい。
【００９０】
　さらには、半導体技術の進歩または派生する別技術によりＬＳＩに置き換わる集積回路
化の技術が登場すれば、当然、その技術を用いて機能ブロックの集積化を行ってもよい。
バイオ技術の適用等が可能性としてありえる。
【００９１】
　２００８年７月１５日出願の特願２００８－１８３７３２の日本出願に含まれる明細書
、図面および要約書の開示内容は、すべて本願に援用される。
【産業上の利用可能性】
【００９２】
　本発明の無線受信装置、及び、使用単位バンド外参照信号のメジャメント方法は、それ
ぞれが複数の単位バンドを含む第１周波数帯及び第２周波数帯を同時に用いて一連のデー
タ信号列を伝送する無線通信システムにおいて、ＱｏＳを維持しつつメジャメントできる
ものとして有用である。
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【手続補正書】
【提出日】平成21年9月2日(2009.9.2)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の単位バンドを含む第１周波数帯に含まれる第１使用単位バンドを用いて送信され
たデータ信号を第１データ受信区間で受信し、且つ、複数の単位バンドを含む第２周波数
帯に含まれる第２使用単位バンドを用いて送信されたデータ信号を第２データ受信区間で
受信するデータ受信手段と、
　前記第１使用単位バンド及び前記第２使用単位バンド以外の単位バンドで送信された使
用単位バンド外参照信号の受信電力を第１メジャメント区間で測定する受信電力測定手段
と、
　を具備し、
　前記第１メジャメント区間は、前記第２データ受信区間と時分割され且つ前記第１デー
タ受信区間とは独立に設定される、
　無線受信装置。
【請求項２】
　前記第１メジャメント区間は、前記第２データ受信区間と時分割され且つ前記第１デー
タ受信区間とオーバラップするように設定される、
　請求項１に記載の無線受信装置。
【請求項３】
　前記受信電力測定手段は、前記第２周波数帯で前記受信電力を測定する第２周波数帯測
定手段であり、
　前記第１周波数帯内の前記使用単位バンド外参照信号の受信電力を前記第１データ受信
区間及び前記第１メジャメント区間と時分割された第２メジャメント区間において測定す
る通信優先モードで測定する第１周波数帯測定手段、をさらに具備する、
　請求項２に記載の無線受信装置。
【請求項４】
　前記通信優先モードと、前記第１メジャメント区間と前記第２メジャメント区間とを同
じ区間とするメジャメント優先モードとを切り替えるメジャメント制御手段、をさらに具
備する、
　請求項３に記載の無線受信装置。
【請求項５】
　複数の単位バンドを含む第１周波数帯のうち第１使用単位バンドを用いて送信されたデ
ータ信号を第１データ受信区間で受信し、且つ、複数の単位バンドを含む第２周波数帯の
うち第２使用単位バンドを用いて送信されたデータ信号を第２データ受信区間で受信する
ステップと、
　前記第１使用単位バンド及び前記第２使用単位バンド以外の単位バンドで送信された使
用単位バンド外参照信号の受信電力をメジャメント区間で測定するステップと、
　を具備し、
　前記メジャメント区間は、前記第１データ受信区間とオーバラップし且つ前記第２デー
タ受信区間と時分割される、
　使用単位バンド外参照信号のメジャメント方法。
【手続補正書】
【提出日】平成22年10月6日(2010.10.6)
【手続補正１】
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【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、それぞれが複数の単位バンドを含む第１周波数帯及び第２周波数帯を同時に
用いて一連のデータ信号列を伝送する無線通信システムにおける無線受信装置、及び、使
用単位バンド外参照信号のメジャメント方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　３ＧＰＰ　ＬＴＥでは、下り回線の通信方式としてＯＦＤＭＡ（Orthogonal Frequency
 Division Multiple Access）が採用されている。３ＧＰＰ　ＬＴＥが適用された無線通
信システムでは、無線通信基地局装置（以下、単に「基地局」と呼ばれる）が予め定めら
れた通信リソースを用いて参照信号（Reference Signal：ＲＳ）を送信する。そして、無
線通信端末装置（以下、単に「端末」と呼ばれることがある）は受信した参照信号を用い
てチャネル推定を行い、チャネル推定値を用いて受信データを復調する（例えば、非特許
文献１参照）。
【０００３】
　また、３ＧＰＰ　ＬＴＥよりも更なる通信の高速化を実現する３ＧＰＰ　ＬＴＥ－ａｄ
ｖａｎｃｅｄの標準化が開始された。３ＧＰＰ　ＬＴＥ－ａｄｖａｎｃｅｄでは、最大１
Ｇｂｐｓ以上の下り伝送速度を実現するために、複数の周波数バンドを束ねて通信するバ
ンドアグリゲーション（Band aggregation）方式が採用される見込みである。
【０００４】
　図１は、バンドアグリゲーション方式の説明に供する図である。図１に示すようにバン
ドアグリゲーション方式が適用される無線通信システムにおいて、端末は、複数の周波数
帯(例えば、２ＧＨｚ帯と３．４ＧＨｚ帯)のそれぞれで基地局からの下り信号を２０ＭＨ
ｚずつ同時に受信し、自分向けのデータを復号する。ここでは、２０ＭＨｚの幅を持ち、
中心付近にＳＣＨ(Synchronization Channel)を含む帯域が受信帯域の基本単位(以下、「
単位バンド」と呼ばれることがある)とされている。なお、端末は、各周波数帯にて異な
る基地局から信号を受信しても良いし、複数周波数帯に対応した同一基地局からの信号を
受信しても良い。端末が同一基地局からの信号を受信する場合、図１のＣｅｌｌ　ＡとＣ
ｅｌｌ　Ｘは同一のセルを表す。また、「単位バンド」は、３ＧＰＰ　ＬＴＥにおいて、
英語でＣｏｍｐｏｎｅｎｔ　Ｃａｒｒｉｅｒ（ｓ）と表記されることがある。
【０００５】
　更に、端末は、空間ダイバーシチ受信又は空間多重受信を実行するために、各周波数帯
域に複数の受信ＲＦ部を具備する。例えば、図１に示すバンドアグリゲーション方式が適
用される無線通信システムにおいて、端末が各周波数帯において２アンテナの空間ダイバ
ーシチ受信を実行すると仮定すると、端末が具備するＲＦ部の数は、２ＧＨｚ帯に２つ、
３．４ＧＨｚ帯向けに２つの計４つとなる。
【０００６】
　ところで、移動体通信システムでは、端末が或る基地局と接続して通信を開始できた場
合にも、端末の移動又は周りの遮蔽物の移動によって端末と基地局との間の信号電力が変
動する場合がある。従って、端末は、常に周りの基地局からの信号電力を測定すると共に
、基地局切り替え(つまり、ハンドオーバー)に備える必要がある。
【０００７】
　しかし、単一の周波数帯を用いる移動体通信システムでは、現在接続中の基地局(つま
り、ソース基地局)が使用する周波数帯の中心周波数と周囲に存在する基地局(つまり、ハ
ンドオーバー先候補の基地局)が使用する周波数帯の中心周波数とが同一であるとは限ら
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ず、端末がソース基地局との通信中に周囲の基地局からの信号電力を測定することは難し
かった。
【０００８】
　そこで、同じく単一の周波数帯を用いる３ＧＰＰ　ＬＴＥシステムでは、端末がソース
基地局と通信を継続している間に、周囲の基地局からの信号電力を測定する方法(つまり
、Measurement)が定められている。
【０００９】
　図２は、３ＧＰＰ　ＬＴＥにて定められているＭｅａｓｕｒｅｍｅｎｔの説明に供する
図である。図２に示すように３ＧＰＰ　ＬＴＥ基地局は、或る端末と使用単位バンドで通
信を開始すると、その端末に対して４０ｍｓに１回、６ｍｓの期間（以下、「メジャメン
ト区間」と呼ばれることがある）だけ中心周波数を移動させて、他の基地局からの信号電
力を使用単位バンド外で測定（以下、「単位バンド外メジャメント」と呼ばれることがあ
る）するように指示する。このメジャメント区間において、基地局は、当該端末に対して
下りデータ信号(下り制御信号（PDCCH）及び下りデータ信号（PDSCH）を含む)を割り当て
ずにデータ信号送信を止める。従って、当該端末は、中心周波数を切り替えて他の単位バ
ンドに存在する基地局の信号電力を不都合無く測定することができる。なお、ある端末が
単位バンド外メジャメントを実行中であっても、他の端末は下りデータ信号の受信が可能
であるため、他の端末向けの下りデータ信号を割り当てても良い。
【００１０】
　なお、ソース基地局と同一の単位バンドを用いて通信を行う他の基地局が存在するため
、端末は、ソース基地局と通信中(図２のPDCCH/PDSCH受信部分)にも他の基地局からの信
号電力を測定（以下、「単位バンド内メジャメント」と呼ばれることがある）する。この
単位バンド内メジャメントは、基地局から送信されたＳＣＨ(Synchronization Channel)
又はＲＳ(Reference Signal)の受信電力を参照して行われる。これらの信号は基地局間で
符号多重されているため、端末は、ソース基地局と通信中にも同一単位バンドで他の基地
局から送信された信号の電力を測定することができる。　
【先行技術文献】
【非特許文献】
【００１１】
【非特許文献１】3GPP TS 36.211 V8.3.0, “Physical Channels and Modulation (Relea
se 8),” May 2008
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　ところで、メジャメント結果は、下りデータ信号の受信性能予測に用いられる。従って
、受信性能予測の誤差を少なくするためにメジャメントとデータ信号受信との条件を揃え
る必要、つまり、メジャメントとデータ信号受信とで用いられるアンテナ及び受信ＲＦ部
の数を同数とする必要がある。すなわち、３ＧＰＰ　ＬＴＥシステムにおいては、単位バ
ンド外メジャメントでも単位バンド内メジャメントでも、端末は、データ信号受信時と同
数の受信ＲＦ部を用いて、参照信号の受信電力を測定している。従って、単位バンド外メ
ジャメントの場合には、上記したようにソース基地局の当該端末に対する信号送信を止め
る必要がある。
【００１３】
　このため、３ＧＰＰ　ＬＴＥシステムでは、基地局側に当該端末向けの送信データが発
生したとしても、データ発生のタイミングによってはメジャメント区間分の伝送遅延が発
生することにより、ＱｏＳが低下する問題がある。
【００１４】
　本発明の目的は、それぞれが複数の単位バンドを含む第１周波数帯及び第２周波数帯を
同時に用いて一連のデータ信号列を伝送する無線通信システムにおいて、ＱｏＳを維持し
つつメジャメントできる無線受信装置、及び、使用単位バンド外参照信号のメジャメント
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方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　本発明の無線受信装置は、複数の単位バンドを含む第１周波数帯に含まれる第１使用単
位バンドを用いて送信されたデータ信号を第１データ受信区間で受信し、且つ、複数の単
位バンドを含む第２周波数帯に含まれる第２使用単位バンドを用いて送信されたデータ信
号を第２データ受信区間で受信するデータ受信手段と、前記第１使用単位バンド及び前記
第２使用単位バンド以外の単位バンドで送信された使用単位バンド外参照信号の受信電力
を第１メジャメント区間で測定する受信電力測定手段と、を具備し、前記第１メジャメン
ト区間は、前記第２データ受信区間と時分割され且つ前記第１データ受信区間とは独立に
設定される、構成を採る。
【００１６】
　本発明の使用単位バンド外参照信号のメジャメント方法は、複数の単位バンドを含む第
１周波数帯のうち第１使用単位バンドを用いて送信されたデータ信号を第１データ受信区
間で受信し、且つ、複数の単位バンドを含む第２周波数帯のうち第２使用単位バンドを用
いて送信されたデータ信号を第２データ受信区間で受信するステップと、前記第１使用単
位バンド及び前記第２使用単位バンド以外の単位バンドで送信された使用単位バンド外参
照信号の受信電力をメジャメント区間で測定するステップと、を具備し、前記メジャメン
ト区間は、前記第１データ受信区間とオーバラップし且つ前記第２データ受信区間と時分
割される。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明によれば、それぞれが複数の単位バンドを含む第１周波数帯及び第２周波数帯を
同時に用いて一連のデータ信号列を伝送する無線通信システムにおいて、ＱｏＳを維持し
つつメジャメントできる無線受信装置、及び、使用単位バンド外参照信号のメジャメント
方法を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】バンドアグリゲーション方式の説明に供する図
【図２】３ＧＰＰ　ＬＴＥにて定められているＭｅａｓｕｒｅｍｅｎｔの説明に供する図
【図３】本発明の実施の形態１に係る端末の構成を示すブロック図
【図４】本発明の実施の形態１に係る基地局の構成を示すブロック図
【図５】本発明の実施の形態１に係る端末の通信優先モードの動作説明に供する図
【図６】本発明の実施の形態２に係る端末の通信優先モードの動作説明に供する図
【図７】本発明の実施の形態３に係る端末の通信優先モードの動作説明に供する図
【図８】本発明の実施の形態４に係る端末のモード切替の説明に供する図
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　以下、本発明の実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。なお、実施の形態
において、同一の構成要素には同一の符号を付し、その説明は重複するので省略する。
【００２０】
　（実施の形態１）
　［端末の構成］
　図３は、実施の形態１に係る端末１００の構成を示すブロック図である。端末１００は
、それぞれが複数の単位バンドを含む第１周波数帯及び第２周波数帯を同時に用いて一連
のデータ信号列を受信可能に構成されている。すなわち、端末１００は、バンドアグリゲ
ーション（Band aggregation）方式で送信された一連のデータ信号列を受信する。例えば
、第１周波数帯は２ＧＨｚ帯であり、第２周波数帯は３．４ＧＨｚ帯である。
【００２１】
　図３において、端末１００は、ＲＦ部セット１１０－１、２と、アンテナ合成部１２０
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－１、２と、分離部１３０－１、２と、データ受信部１４０－１、２と、メジャメント実
行部１５０－１、２と、メジャメント制御部１６０と、復号データ合成部１７０とを有す
る。符号の枝番が１の機能ブロックは第１周波数帯に対応し、枝番が２の機能ブロックは
第２周波数帯に対応する。
【００２２】
　ＲＦ部セット１１０－１は、第１周波数帯で受信可能なＲＦ部１１２を複数有し、空間
ダイバーシチ受信が可能に構成されている。ここでは、ＲＦ部セット１１０－１は、ＲＦ
部１１２－１、２というペアを有している。また、ＲＦ部セット１１０－２は、第２周波
数帯で受信可能なＲＦ部１１４を複数有し、空間ダイバーシチ受信が可能に構成されてい
る。ここでは、ＲＦ部セット１１０－２は、ＲＦ部１１４－１、２というペアを有してい
る。
【００２３】
　ＲＦ部１１２－１、２は、メジャメント制御部１６０から受け取る中心周波数指示に対
応する単位バンドの中心周波数に、自身の受信帯域の中心周波数を合わせる。ＲＦ部１１
４－１、２も、同様に、メジャメント制御部１６０から受け取る中心周波数指示に対応す
る単位バンドの中心周波数に、自身の受信帯域の中心周波数を合わせる。
【００２４】
　アンテナ合成部１２０－１は、ＲＦ部セット１１０－１で受信された複数の受信信号を
合成し、合成受信信号を分離部１３０－１に出力する。また、アンテナ合成部１２０－２
は、ＲＦ部セット１１０－２で受信された複数の受信信号を合成し、合成受信信号を分離
部１３０－２に出力する。
【００２５】
　分離部１３０－１は、合成受信信号に含まれる信号を種類によって分離し、分離信号を
データ受信部１４０－１及びメジャメント実行部１５０－１に出力する。データ受信部１
４０－１に出力される分離信号には、端末１００が現在通信中のソース基地局から使用単
位バンドで送信された、下りデータ信号(下り制御信号（PDCCH）及び下りデータ信号（PD
SCH）を含む)、及び、参照信号（ＲＳ：Reference Signal）が含まれる。一方、メジャメ
ント実行部１５０－１に出力される分離信号には、ソース基地局以外の基地局から使用単
位バンドの外で送信された、同期チャネル（ＳＣＨ）及び参照信号（ＲＳ）が含まれる。
【００２６】
　分離部１３０－２は、合成受信信号に含まれる信号を種類によって分離し、分離信号を
データ受信部１４０－２及びメジャメント実行部１５０－２に出力する。データ受信部１
４０－２に出力される分離信号には、端末１００が現在通信中のソース基地局から使用単
位バンドで送信された、下りデータ信号(下り制御信号（PDCCH）及び下りデータ信号（PD
SCH）を含む)、及び、参照信号（ＲＳ：Reference Signal）が含まれる。一方、メジャメ
ント実行部１５０－２に出力される分離信号には、ソース基地局以外の基地局から使用単
位バンドの外で送信された、同期チャネル（ＳＣＨ）及び参照信号（ＲＳ）が含まれる。
【００２７】
　データ受信部１４０－１は、第１データ受信区間において分離部１３０－１から下りデ
ータ信号を受け取る。すなわち、データ受信部１４０－１は、ＲＦ部セット１１０－１で
受信された受信信号のうち第１周波数帯に含まれる使用単位バンド（以下、「第１使用単
位バンド」と呼ばれることがある）を用いて送信されたデータ信号を第１データ受信区間
で受信する。具体的には、データ受信部１４０－１は、第１データ受信区間においてＰＤ
ＣＣＨのブラインド受信を行い、端末１００に割り当てられたＵＥ－ＩＤでＣＲＣをデマ
スクし、ＣＲＣ結果がＯＫである受信信号のみを端末１００宛のＰＤＣＣＨとして抽出す
る。そして、データ受信部１４０－１は、抽出したＰＤＣＣＨに含まれる割当情報及びＭ
ＣＳ情報を元に、データの復調、復号、エラーチェック等の受信処理を行う。そして、復
号が完了したデータは、復号データ合成部１７０に出力される。
【００２８】
　データ受信部１４０－２は、第２データ受信区間において分離部１３０－２から下りデ
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ータ信号を受け取る。すなわち、データ受信部１４０－２は、ＲＦ部セット１１０－２で
受信された受信信号のうち第２周波数帯に含まれる使用単位バンド（以下、「第２使用単
位バンド」と呼ばれることがある）を用いて送信されたデータ信号を第２データ受信区間
で受信する。具体的には、データ受信部１４０－２は、第２データ受信区間においてＰＤ
ＣＣＨのブラインド受信を行い、端末１００に割り当てられたＵＥ－ＩＤでＣＲＣをデマ
スクし、ＣＲＣ結果がＯＫである受信信号のみを端末１００宛のＰＤＣＣＨとして抽出す
る。そして、データ受信部１４０－２は、抽出したＰＤＣＣＨに含まれる割当情報及びＭ
ＣＳ情報を元に、データの復調、復号、エラーチェック等の受信処理を行う。そして、復
号が完了したデータは、復号データ合成部１７０に出力される。
【００２９】
　メジャメント実行部１５０－１は、第１使用単位バンド及び第２使用単位バンド以外の
単位バンドで送信された使用単位バンド外参照信号の受信電力を、第２データ受信区間と
オーバラップし且つ第１データ受信区間と時分割された第１メジャメント区間で測定する
。
【００３０】
　メジャメント実行部１５０－２は、第１使用単位バンド及び第２使用単位バンド以外の
単位バンドで送信された使用単位バンド外参照信号の受信電力を、第１データ受信区間と
オーバラップし且つ第２データ受信区間と時分割された第２メジャメント区間で測定する
。
【００３１】
　ここで、メジャメント実行部１５０－１、２に入力されるＳＣＨには、各基地局に固有
の符号が用いられている。従って、端末１００は、符号候補群を保持しており、符号候補
群と受信信号との相関を取って、最も相関の高い符号候補を特定する。この特定された符
号候補に基づいて、１つの基地局識別番号が特定される。この基地局識別番号には、スク
ランブリング符号が対応づけられており、メジャメント実行部１５０－１、２は、そのス
クランブリングコードを用いることにより、その基地局識別番号に対応する基地局から送
信された参照信号を抽出することができる。
【００３２】
　メジャメント制御部１６０は、メジャメント制御信号に基づいて、メジャメントタイミ
ング情報及び中心周波数指示を生成する。メジャメントタイミング情報は、メジャメント
実行部１５０－１、２に出力され、中心周波数指示は、ＲＦ部セット１１０－１、２に出
力される。
【００３３】
　ここでメジャメント制御信号には、メジャメントの周期と、メジャメント周波数位置（
つまり、或る周波数帯におけるどの周波数位置でＳＣＨ／ＲＳを捕まえて信号電力を測定
すればよいかを示す）とが含まれている。なお、メジャメント制御信号は、メジャメント
が行われる周波数帯でデータと一緒に送信されても、メジャメントが行われる周波数帯以
外でデータと一緒に送信されてもよい。
【００３４】
　具体的には、メジャメント制御部１６０は、メジャメント制御信号に含まれるメジャメ
ント周期に基づいて、第１メジャメント区間及び第２メジャメント区間を決定する。そし
て、メジャメント制御部１６０は、決定した第１メジャメント区間及び第２メジャメント
区間をそれぞれメジャメントタイミング情報としてメジャメント実行部１５０－１、２に
出力する。こうして出力されたメジャメントタイミング情報に基づいて、メジャメント実
行部１５０－１、２は、それぞれ第１メジャメント区間及び第２メジャメント区間にメジ
ャメントを実行することができる。
【００３５】
　また、メジャメント制御部１６０は、メジャメント制御信号に含まれるメジャメント周
波数位置に基づいて中心周波数指示を生成し、この中心周波数指示をＲＦ部セット１１０
－１、２に出力する。こうして出力された中心周波数指示に対応する単位バンドを、ＲＦ
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部セット１１０－１、２は受信対象単位バンドとする。
【００３６】
　復号データ合成部１７０は、データ受信部１４０－１で得られた第１周波数帯の復号デ
ータと、データ受信部１４０－２で得られた第２周波数帯の復号データとを合成し、得ら
れた一連のデータ列（つまり、受信データ）を上位レイヤに転送する。また、合成された
受信データには基地局からのメジャメント制御信号がデータとして含まれており、復号デ
ータ合成部１７０は、そのメジャメント制御信号をメジャメント制御部１６０に出力する
。
【００３７】
　［基地局の構成］
　図４は、実施の形態１に係る基地局２００の構成を示すブロック図である。基地局２０
０は、それぞれが複数の単位バンドを含む第１周波数帯及び第２周波数帯を同時に用いて
一連のデータ信号列を送信可能に構成されている。すなわち、基地局２００は、一連のデ
ータ信号列をバンドアグリゲーション（Band aggregation）方式で送信する。例えば、第
１周波数帯は２ＧＨｚ帯であり、第２周波数帯は３．４ＧＨｚ帯である。
【００３８】
　図４において基地局２００は、割当部２１０と、ＰＤＣＣＨ／ＰＤＳＣＨ変調部２２０
－１、２と、制御部２３０と、ＳＣＨ／ＲＳ生成部２４０－１、２と、多重部２５０－１
、２と、ＲＦ部２６０－１、２とを有する。符号の枝番が１の機能ブロックは第１周波数
帯に対応し、枝番が２の機能ブロックは第２周波数帯に対応する。
【００３９】
　割当部２１０には、メジャメント制御信号及び送信データが１つのデータ信号として入
力される。割当部２１０は、制御部２３０から受け取る割当制御信号に基づいて、入力デ
ータ信号を第１周波数帯のリソース及び第２周波数帯のリソースに分配する。２つの分配
信号は、ＰＤＳＣＨデータ信号としてＰＤＣＣＨ／ＰＤＳＣＨ変調部２２０－１とＰＤＣ
ＣＨ／ＰＤＳＣＨ変調部２２０－２とにそれぞれ出力される。
【００４０】
　ＰＤＣＣＨ／ＰＤＳＣＨ変調部２２０－１、２は、割当部２１０から受け取るＰＤＳＣ
Ｈデータ信号及び制御部２３０から受け取るＰＤＣＣＨデータ信号を入力とし、入力信号
を変調する。変調信号は、多重部２５０－１、２に出力される。
【００４１】
　制御部２３０は、送信先端末１００に割り当てる周波数帯及びその周波数帯における割
当周波数位置（つまり、使用単位バンド）を決定する。制御部２３０は、決定した割当を
指示するための信号（割当制御信号）を割当部２１０に出力する。また、制御部２３０は
、決定した割当に関する情報をＰＤＣＣＨデータ信号として生成する。このＰＤＣＣＨデ
ータ信号は、それのＣＲＣ部分を、送信先端末１００に割り当てられたＵＥ－ＩＤによっ
てマスクされた後、ＰＤＣＣＨ／ＰＤＳＣＨ変調部２２０－１、２に出力される。
【００４２】
　ＳＣＨ／ＲＳ生成部２４０－１、２は、ＳＣＨ及びＲＳを生成し、多重部２５０－１、
２に出力する。
【００４３】
　多重部２５０－１は、ＳＣＨ／ＲＳ生成部２４０－１から受け取るＳＣＨ及びＲＳ並び
にＰＤＣＣＨ／ＰＤＳＣＨ変調部２２０－１から受け取る変調信号を多重し、多重信号を
ＲＦ部２６０－１に出力する。多重部２５０－２は、ＳＣＨ／ＲＳ生成部２４０－２から
受け取るＳＣＨ及びＲＳ並びにＰＤＣＣＨ／ＰＤＳＣＨ変調部２２０－２から受け取る変
調信号を多重し、多重信号をＲＦ部２６０－２に出力する。
【００４４】
　ＲＦ部２６０－１、２は、多重信号を送信無線処理した後、アンテナを介して送信する
。ここでは、ＲＦ部２６０－１は第１周波数帯で送信し、ＲＦ部２６０－２は第２周波数
帯で送信する。
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【００４５】
　［端末１００及び基地局２００の動作］
　図５は、端末１００の通信優先モードの動作説明に供する図である。
【００４６】
　まず、基地局２００は、端末１００が当該基地局とのデータ通信に利用している単位バ
ンド１－２、２－２において、割当情報信号であるＰＤＣＣＨデータ信号を端末１００に
対して送信している。そのＰＤＣＣＨデータ信号の内容には、単位バンド１－２、２－２
における当該端末向けのデータ信号が、どの周波数位置に配置されるかという情報が含ま
れている。
【００４７】
　また、基地局２００は、メジャメント制御信号を端末１００に対して送信している。メ
ジャメント制御信号の内容には、メジャメントの周期と、メジャメント周波数位置とが含
まれている。図５においては、メジャメントの周期は、４０ｍｓである。端末１００は、
このメジャメント制御信号に基づいて、各周波数帯のメジャメント区間、及び、各メジャ
メント区間でメジャメントする単位バンドを設定する。
【００４８】
　図５においては、まず、第２周波数帯では、時間ｔ１～ｔ２の間がメジャメント区間（
つまり、上記第２メジャメント区間）に設定されている。また、そのメジャメント区間で
メジャメントする単位バンドは、単位バンド２－１とされている。また、時間ｔ５～ｔ６
もメジャメント区間に設定されている。時間ｔ５～ｔ６のメジャメント区間でメジャメン
トする単位バンドは、単位バンド２－４とされている。
【００４９】
　そして、メジャメント区間とオーバラップしない区間である時間ｔ２～ｔ５が第２周波
数帯おいて下りデータ信号を受信する区間、つまり、上記第２データ受信区間に設定され
ている。すなわち、第２周波数帯において第２データ受信区間と第２メジャメント区間と
は、時分割されている。
【００５０】
　一方、第２周波数帯のメジャメント区間である時間ｔ１～ｔ２（又は、時間ｔ５～ｔ６
）は、第１周波数帯では下りデータ信号を受信する区間、つまり、上記第１データ受信区
間に設定されている。そして、第１データ受信区間とオーバラップしない時間ｔ３～ｔ４
が、第１メジャメント区間（ここでは、メジャメントする単位バンドは、単位バンド１－
１とされている）に設定されている。この第１メジャメント区間は、第２データ受信区間
とオーバラップしている。
【００５１】
　すなわち、図５に示される通信優先モードにおいて、一つの周波数帯におけるメジャメ
ント区間は他の周波数帯におけるメジャメント区間とずれており、一つの周波数帯におけ
るメジャメント区間に対応する時間帯は、他の周波数帯ではデータ受信区間になっている
。すなわち、端末１００は、どのタイミングにおいても、いずれかの周波数帯でソース基
地局２００とデータ通信を実行している。このように端末１００はいずれのタイミングに
おいてもデータ受信できる状態にあるので、基地局２００で伝送遅延が発生することを防
止できる。従って、端末１００は、システムにおけるＱｏＳのレベルを維持しつつメジャ
メントできる。
【００５２】
　以上のように本実施の形態によれば、端末１００において、メジャメント実行部１５０
－１が、第１周波数帯において第１使用単位バンド以外の単位バンドで送信された使用単
位バンド外参照信号の受信電力を、第２データ受信区間とオーバラップし且つ第１データ
受信区間と時分割された第１メジャメント区間で測定する。
【００５３】
　こうすることで、端末１００は、どのタイミングにおいても、いずれかの周波数帯でソ
ース基地局２００とデータ通信を実行できるので、下り信号伝送の遅延を軽減することが
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できる。すなわち、ＱｏＳを維持しつつメジャメントできる端末１００を実現することが
できる。
【００５４】
　また、端末１００においては、メジャメント実行部１５０－２が、第２周波数帯におい
て第２使用単位バンド以外の単位バンドで送信された使用単位バンド外参照信号の受信電
力を、第１データ受信区間とオーバラップし且つ第２データ受信区間と時分割された第２
メジャメント区間で測定する。
【００５５】
　なお、以上の説明では、下り信号伝送の遅延についてしか述べていない。しかしながら
、単位バンド外メジャメントを行う際には、基地局２００は上りデータ信号のＨＡＲＱの
ための応答信号を返すこともできない。従って、従来の３ＧＰＰ　ＬＴＥシステムにおけ
るメジャメント方法では上りデータ信号にも遅延が発生する可能性がある。これに対して
、本実施の形態のようにすることで、上りデータ信号の遅延も軽減することができる。
【００５６】
　また、実施の形態１に係る端末１００は、次のようなシステムにおいて有効である。す
なわち、バンドアグリゲーション方式に対応可能な基地局２００と、バンドアグリゲーシ
ョン方式に対応できない基地局とが混在しているシステムである。本実施の形態の基地局
２００は、バンドアグリゲーション方式に対応可能に構成されている。
【００５７】
　一方、バンドアグリゲーション方式に対応できなく且つ２ＧＨｚ帯にしか対応していな
い基地局は、図４においてＰＤＣＣＨ／ＰＤＳＣＨ変調部２２０－２と、ＳＣＨ／ＲＳ生
成部２４０－２と、多重部２５０－２と、ＲＦ部２６０－２を有さない構成となる。また
、バンドアグリゲーション方式に対応できなく且つ３．４ＧＨｚ帯にしか対応していない
基地局は、図４においてＰＤＣＣＨ／ＰＤＳＣＨ変調部２２０－１と、ＳＣＨ／ＲＳ生成
部２４０－１と、多重部２５０－１と、ＲＦ部２６０－１を有さない構成となる。どちら
の場合も、自身が対応可能な周波数帯でしかＳＣＨを送信することができない。
【００５８】
　このような場合に端末１００が周辺に位置するすべての基地局を把握するためには、２
ＧＨｚ帯及び３．４ＧＨｚ帯の両方でメジャメントを実行しなければならない。
【００５９】
　（実施の形態２）
　実施の形態２に係る端末は、少なくとも一方のＲＦ部セットを構成する全てのＲＦ部が
単独で複数の周波数帯をサポートできる。本実施の形態に係る端末の基本構成は、実施の
形態１で説明された端末の構成と同じである。従って、本実施の形態に係る端末について
も、図３を用いて説明する。
【００６０】
　実施の形態２に係る端末１００において、少なくともＲＦ部セット１１０－２は、第２
周波数帯だけでなく、第１周波数帯にも対応可能に構成されている。従って、ＲＦ部セッ
ト１１０－２に設定される受信対象周波数帯によっては、アンテナ合成部１２０－２、分
離部１３０－２、データ受信部１４０－２、及びメジャメント実行部１５０－２は、第１
周波数帯で送信された信号に係る処理を行う。
【００６１】
　また、実施の形態２に係る端末１００においては、第１周波数帯における使用帯域外メ
ジャメントについてもメジャメント実行部１５０－２が実行する。従って、メジャメント
実行部１５０－１は無くてもよい。
【００６２】
　図６は、実施の形態２に係る端末１００の通信優先モードの動作説明に供する図である
。
【００６３】
　図６において使用単位バンド外メジャメントのメジャメント区間が存在する時間帯は、
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実施の形態１における図５の場合と同様である。しかしながら、第２周波数帯のメジャメ
ントのみならず第１周波数帯のメジャメントも、ＲＦ部セット１１０－２、メジャメント
実行部１５０－２が行っている。これに伴い、ＲＦ部セット１１０－１は、受信対象バン
ドが使用単位バンドに設定された状態となっている。
【００６４】
　以上のように本実施の形態によれば、端末１００において、メジャメント実行部１５０
－２が、第１使用単位バンド及び第２使用単位バンド以外の単位バンドで送信された使用
単位バンド外参照信号の受信電力を、第１データ受信区間とオーバラップし且つ第２デー
タ受信区間と時分割されたメジャメント区間で測定する。
【００６５】
　こうすることによっても、端末１００は、どのタイミングにおいても、いずれかの周波
数帯でソース基地局２００とデータ通信を実行できるので、下り信号伝送の遅延を軽減す
ることができる。すなわち、ＱｏＳを維持しつつメジャメントできる端末１００を実現す
ることができる。
【００６６】
　実施の形態２では、特に、常に距離減衰の少ない２ＧＨｚ帯が下りデータ信号の伝送に
用いられているので、端末１００のデータ受信性能を向上することができる。なお、端末
１００が２ＧＨｚ帯で通信を継続することは、基地局からのシグナリングによって指定さ
れてもよい。又は、シグナリングによらず、ＶｏＩＰ呼のような継続して発生する信号が
割り当てられた帯域(Semi-persistent Schedulingによる割当が行われた帯域)に自動的に
設定されてもよい。
【００６７】
　（実施の形態３）
　実施の形態３に係る端末は、１つの周波数帯でのみメジャメントを行う。本実施の形態
に係る端末の基本構成は、実施の形態１で説明された端末の構成と同じである。従って、
本実施の形態に係る端末についても、図３を用いて説明する。
【００６８】
　実施の形態３に係る端末１００においては、メジャメント実行部１５０－１のみがメジ
ャメントを行う。すなわち、実施の形態３に係る端末１００は、２ＧＨｚ帯でのみメジャ
メントを行う。従って、メジャメント実行部１５０－２は無くてもよい。
【００６９】
　図７は、実施の形態３に係る端末１００の通信優先モードの動作説明に供する図である
。
【００７０】
　図７において使用単位バンド外メジャメントのメジャメント区間が存在する時間帯は、
実施の形態１における図５の場合と同様である。しかしながら、メジャメント実行部１５
０－１のみがメジャメントを行う。これに伴い、ＲＦ部セット１１０－２は、受信対象バ
ンドが使用単位バンドに設定された状態となっている。
【００７１】
　以上のように本実施の形態によれば、端末１００において、メジャメント実行部１５０
－１が、第１周波数帯において第１使用単位バンド以外の単位バンドで送信された使用単
位バンド外参照信号の受信電力を、第２データ受信区間とオーバラップし且つ第１データ
受信区間と時分割されたメジャメント区間で測定する。
【００７２】
　こうすることによっても、端末１００は、どのタイミングにおいても、いずれかの周波
数帯でソース基地局２００とデータ通信を実行できるので、下り信号伝送の遅延を軽減す
ることができる。すなわち、ＱｏＳを維持しつつメジャメントできる端末１００を実現す
ることができる。
【００７３】
　ここで実施の形態３に係る端末１００は、次のようなシステムにおいて有効である。す
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なわち、ソース基地局及びハンドオーバー先候補の基地局を含む全ての基地局が２ＧＨｚ
帯を必ずサポートしており、且つ、２ＧＨｚ帯で必ずＳＣＨを送信しているシステムにお
いて有効である。このシステムにおいては、端末１００は、３．４ＧＨｚ帯でメジャメン
トしなくても、２ＧＨｚ帯のメジャメントをするだけで、全ての周辺基地局を見つけるこ
とができるからである。
【００７４】
　例えば、同一基地局が２ＧＨｚ帯及び３．４ＧＨｚ帯の両方でＳＣＨ及びＲＳを送信し
ている場合、実施の形態１では重複して基地局を検索するという無駄が発生するが、実施
の形態３のようにすることで、端末１００は、無駄なく周囲の基地局全てを検索すること
ができる。この場合、３．４ＧＨｚ帯における使用単位バンド内メジャメントは実行して
も実行しなくてもよい。
【００７５】
　（実施の形態４）
　実施の形態４では、実施の形態１乃至３で説明した通信優先モードと、メジャメント優
先モードとが切り替えられる。本実施の形態に係る端末の基本構成は、実施の形態１で説
明された端末の構成と同じである。従って、本実施の形態に係る端末についても、図３を
用いて説明する。
【００７６】
　実施の形態４に係る端末１００は、通信優先モードとメジャメント優先モードとでモー
ドを切り替えて、メジャメントを行う。ここで通信優先モードとは、実施の形態１乃至３
で説明したように、どのタイミングにおいても、いずれかの周波数帯でソース基地局２０
０とデータ通信が実行されているモードである。一方、メジャメント優先モードとは、全
ての周波数帯におけるメジャメント区間を一致させるモードである。
【００７７】
　このモード切替は、メジャメント制御信号に基づくメジャメント制御部１６０の制御に
より行われる。すなわち、メジャメント制御部１６０からメジャメント実行部１５０－１
、２に出力されるメジャメントタイミング情報が一致していれば、メジャメント優先モー
ドである。
【００７８】
　図８は、実施の形態４に係る端末１００のモード切替の説明に供する図である。
【００７９】
　図８において、通信優先モードでは、実施の形態１と同様に、メジャメント実行部１５
０－１が、第１周波数帯において第１使用単位バンド以外の単位バンドで送信された使用
単位バンド外参照信号の受信電力を、第２データ受信区間とオーバラップし且つ第１デー
タ受信区間と時分割された第１メジャメント区間で測定し、メジャメント実行部１５０－
２が、第２周波数帯において第２使用単位バンド以外の単位バンドで送信された使用単位
バンド外参照信号の受信電力を、第１データ受信区間とオーバラップし且つ第２データ受
信区間と時分割された第２メジャメント区間で測定する。
【００８０】
　一方、メジャメント優先モードでは、第１メジャメント区間と第２メジャメント区間と
を同一区間とする。すなわち、メジャメント優先モードでは、端末１００は、全てのＲＦ
部セットを同時に動かして高速にメジャメントを行う。
【００８１】
　以上のように本実施の形態によれば、端末１００において、メジャメント制御部１６０
は、通信優先モードとメジャメント優先モードとを切り替える。このモード切替は、例え
ば、端末１００とソース基地局２００との距離、又は、端末１００とソース基地局２００
との間の通信品質などに基づいて行われる。
【００８２】
　こうすることで、例えば、端末１００がセル端に存在して通信品質が低下しているため
一刻も早くハンドオーバーの準備を完了すべき場合には、端末１００はメジャメント優先
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モードとすることによって、通信継続が不可能になる前にハンドオーバーの準備が完了で
きる。従って、端末１００の通信が切断するなどの不都合が減少する。また、例えば、下
りデータが多く発生し、且つ、端末１００がセルの中心部に存在する場合には、ハンドオ
ーバーの準備をすぐに行う必要が無いため、通信優先モードを用いることによって下り信
号の伝送遅延を抑えることができる。
【００８３】
　（他の実施の形態）
　実施の形態１乃至４の説明においては、各周波数帯に対応したＲＦ部セットが同時にメ
ジャメントを行うとしたが、それぞれのＲＦ部セットが独立に動くことにより、より高速
なメジャメントを実現してもよい。
【００８４】
　また、実施の形態１乃至４の説明においては、単位バンドを２０ＭＨｚの帯域として説
明したが、単位バンドの大きさは２０ＭＨｚに制限されない。また、単位バンドの中心付
近にはＳＣＨが含まれるとしたが、必ずしも中心付近にＳＣＨが含まれるとは限らない。
要は端末が一つの閉じた帯域と理解できる周波数単位が単位バンドであり、例えば中心に
Ｎｕｌｌ　Ｃａｒｒｉｅｒが含まれる周波数単位、ＰＤＣＣＨ等の制御チャネルの周波数
軸方向での広がり、ＢＣＨが含まれる単位等で定義される。また、メジャメントを行う上
で必要な情報は、他セルの基地局のＳＣＨの中心周波数であるため、メジャメント対象の
単位バンドの帯域は明示的に指示されなくてもよい。
【００８５】
　また、実施の形態１乃至４の説明においては、端末に対するメジャメント制御信号がデ
ータと共にＰＤＳＣＨを介して送信されるとしたが、例えば、ＰＤＣＣＨ等の制御チャネ
ルを介してメジャメント制御信号が送信されてもよい。
【００８６】
　また、実施の形態１乃至４において、通信優先モードにて端末１００がメジャメントを
行う場合に、メジャメントを行わないタイミングでは、バンドアグリゲーション向けのＰ
ＤＣＣＨとバンドアグリゲーションを行わない場合のＰＤＣＣＨの両方を同時に検索しな
ければならない。一方、メジャメント実行のタイミングでは、基地局と端末がバンドアグ
リゲーション方式による通信を行うことが出来ない。すなわち、メジャメントが実行され
るタイミングにおいて基地局２００は端末１００に対してバンドアグリゲーション向けの
制御信号を送らないため、端末１００は、このタイミングではバンドアグリゲーション向
けのＰＤＣＣＨをブラインド受信しなくてもよい。つまり、端末はメジャメント実行タイ
ミングにおいてＰＤＣＣＨのブラインド受信の回数が削減でき、この結果、消費電力を抑
えることができる。
【００８７】
　また、実施の形態１乃至４では、本発明をハードウェアで構成する場合を例にとって説
明したが、本発明はソフトウェアで実現することも可能である。
【００８８】
　また、実施の形態１乃至４の説明に用いた各機能ブロックは、典型的には集積回路であ
るＬＳＩとして実現される。これらは個別に１チップ化されてもよいし、一部または全て
を含むように１チップ化されてもよい。ここでは、ＬＳＩとしたが、集積度の違いにより
、ＩＣ、システムＬＳＩ、スーパーＬＳＩ、ウルトラＬＳＩと呼称されることもある。
【００８９】
　また、集積回路化の手法はＬＳＩに限るものではなく、専用回路または汎用プロセッサ
で実現してもよい。ＬＳＩ製造後に、プログラムすることが可能なＦＰＧＡ（Field Prog
rammable Gate Array）や、ＬＳＩ内部の回路セルの接続や設定を再構成可能なリコンフ
ィギュラブル・プロセッサーを利用してもよい。
【００９０】
　さらには、半導体技術の進歩または派生する別技術によりＬＳＩに置き換わる集積回路
化の技術が登場すれば、当然、その技術を用いて機能ブロックの集積化を行ってもよい。
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バイオ技術の適用等が可能性としてありえる。
【００９１】
　２００８年７月１５日出願の特願２００８－１８３７３２の日本出願に含まれる明細書
、図面および要約書の開示内容は、すべて本願に援用される。
【産業上の利用可能性】
【００９２】
　本発明の無線受信装置、及び、使用単位バンド外参照信号のメジャメント方法は、それ
ぞれが複数の単位バンドを含む第１周波数帯及び第２周波数帯を同時に用いて一連のデー
タ信号列を伝送する無線通信システムにおいて、ＱｏＳを維持しつつメジャメントできる
ものとして有用である。
【手続補正２】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の単位バンドを含む第１周波数帯に含まれる第１使用単位バンドを用いて送信され
たデータ信号を第１データ受信区間で受信し、且つ、複数の単位バンドを含む第２周波数
帯に含まれる第２使用単位バンドを用いて送信されたデータ信号を第２データ受信区間で
受信するデータ受信手段と、
　前記第１使用単位バンド及び前記第２使用単位バンド以外の単位バンドで送信された使
用単位バンド外参照信号の受信電力を第１メジャメント区間で測定する受信電力測定手段
と、
　を具備し、
　前記第１メジャメント区間は、前記第２データ受信区間と時分割され且つ前記第１デー
タ受信区間とは独立に設定される、
　無線受信装置。
【請求項２】
　前記第１メジャメント区間は、前記第２データ受信区間と時分割され且つ前記第１デー
タ受信区間とオーバラップするように設定される、
　請求項１に記載の無線受信装置。
【請求項３】
　前記受信電力測定手段は、前記第２周波数帯で前記受信電力を測定する第２周波数帯測
定手段であり、
　前記第１周波数帯内の前記使用単位バンド外参照信号の受信電力を前記第１データ受信
区間及び前記第１メジャメント区間と時分割された第２メジャメント区間において測定す
る通信優先モードで測定する第１周波数帯測定手段、をさらに具備する、
　請求項２に記載の無線受信装置。
【請求項４】
　前記通信優先モードと、前記第１メジャメント区間と前記第２メジャメント区間とを同
じ区間とするメジャメント優先モードとを切り替えるメジャメント制御手段、をさらに具
備する、
　請求項３に記載の無線受信装置。
【請求項５】
　複数の単位バンドを含む第１周波数帯のうち第１使用単位バンドを用いて送信されたデ
ータ信号を第１データ受信区間で受信し、且つ、複数の単位バンドを含む第２周波数帯の
うち第２使用単位バンドを用いて送信されたデータ信号を第２データ受信区間で受信する
ステップと、
　前記第１使用単位バンド及び前記第２使用単位バンド以外の単位バンドで送信された使
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用単位バンド外参照信号の受信電力をメジャメント区間で測定するステップと、
　を具備し、
　前記メジャメント区間は、前記第１データ受信区間とオーバラップし且つ前記第２デー
タ受信区間と時分割される、
　使用単位バンド外参照信号のメジャメント方法。
【手続補正３】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】全図
【補正方法】変更
【補正の内容】

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】
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