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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線通信システムにおいて、ターゲット端末の受信信号内の干渉信号の除去をサービン
グセルによって支援するための方法であって、前記方法は、
　隣接セルのスケジューリング情報を前記隣接セルから受信することと、
　前記隣接セルのスケジューリング情報に基づいて前記ターゲット端末の干渉信号の除去
のための補助情報の集合を構成することと、
　前記ターゲット端末の干渉信号の除去のための補助情報の集合を前記ターゲット端末に
送信することと
を含み、
　前記補助情報の集合は、同一のプリコーディングが維持される前記隣接セルのリソース
割当基本単位を含み、前記隣接セルのリソース割当基本単位は、リソースブロックの所定
数を指示し、
　前記補助情報の集合は、ＣＲＳ（ｃｅｌｌ－ｓｐｅｃｉｆｉｃ　ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　
ｓｉｇｎａｌ）の送信のために用いられるアンテナポート数、ＭＢＳＦＮ（ｍｕｌｔｉｍ
ｅｄｉａ　ｂｒｏａｄｃａｓｔ　ｓｉｎｇｌｅ　ｓｕｂｆｒａｍｅ　ｎｅｔｗｏｒｋ）サ
ブフレームパターン、前記ＣＲＳの送信電力に対するＰＤＳＣＨ（ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｄ
ｏｗｎｌｉｎｋ　ｓｈａｒｅｄ　ｃｈａｎｎｅｌ）の送信電力の比率、または、前記干渉
信号に関連する送信モードのうちの少なくとも１つに関する情報を含む、方法。
【請求項２】
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　前記補助情報の集合は、
　前記干渉信号の送信において用いられるプリコーディングマトリクス情報、ランク情報
、前記干渉信号のＰＤＳＣＨ（ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｄｏｗｎｌｉｎｋ　ｓｈａｒｅｄ　ｃ
ｈａｎｎｅｌ）開始シンボルのインデックスに関する情報、および前記干渉信号の変調次
数またはＭＣＳレベル情報のうちの少なくとも１つを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記補助情報の集合は、前記干渉信号のＰＤＳＣＨ（ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｄｏｗｎｌｉ
ｎｋ　ｓｈａｒｅｄ　ｃｈａｎｎｅｌ）ＲＥ（ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｅｌｅｍｅｎｔ）マッ
ピング情報を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記補助情報の集合は、前記隣接セルのＡＢＳ（ａｌｍｏｓｔ　ｂｌａｎｋ　ｓｕｂｆ
ｒａｍｅ）パターンを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記補助情報が前記隣接セルのＡＢＳパターンを含む場合、前記補助情報の集合は、前
記ＡＢＳパターンによって指示されるＡＢＳに対してのみ有効である、請求項４に記載の
方法。
【請求項６】
　前記サービングセルおよび前記隣接セルは、同じシステム帯域幅を有する、請求項１に
記載の方法。
【請求項７】
　無線通信システムにおいて受信信号内の干渉信号を端末によって除去するための方法で
あって、前記方法は、
　隣接セルからの干渉信号の除去のための補助情報の集合をサービングセルから受信する
ことと、
　前記補助情報の集合に基づいて前記受信信号内の前記干渉信号を除去することと
を含み、
　前記補助情報の集合は、同一のプリコーディングが維持される前記隣接セルのリソース
割当基本単位を含み、前記隣接セルのリソース割当基本単位は、リソースブロックの所定
数を指示し、
　前記補助情報の集合は、ＣＲＳ（ｃｅｌｌ－ｓｐｅｃｉｆｉｃ　ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　
ｓｉｇｎａｌ）の送信のために用いられるアンテナポート数、ＭＢＳＦＮ（ｍｕｌｔｉｍ
ｅｄｉａ　ｂｒｏａｄｃａｓｔ　ｓｉｎｇｌｅ　ｓｕｂｆｒａｍｅ　ｎｅｔｗｏｒｋ）サ
ブフレームパターン、前記ＣＲＳの送信電力に対するＰＤＳＣＨ（ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｄ
ｏｗｎｌｉｎｋ　ｓｈａｒｅｄ　ｃｈａｎｎｅｌ）の送信電力の比率、または、前記干渉
信号に関連する送信モードのうちの少なくとも１つに関する情報を含む、方法。
【請求項８】
　前記補助情報の集合は、
　前記干渉信号を送信するために用いられたプリコーディングマトリクス情報、ランク情
報、前記干渉信号のＰＤＳＣＨ（ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｄｏｗｎｌｉｎｋ　ｓｈａｒｅｄ　
ｃｈａｎｎｅｌ）開始シンボルのインデックスに関する情報、および前記干渉信号の変調
次数またはＭＣＳレベル情報のうちの少なくとも１つを含む、請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記補助情報の集合は、前記干渉信号のＰＤＳＣＨ（ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｄｏｗｎｌｉ
ｎｋ　ｓｈａｒｅｄ　ｃｈａｎｎｅｌ）ＲＥ（ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｅｌｅｍｅｎｔ）マッ
ピング情報を含む、請求項７に記載の方法。
【請求項１０】
　前記補助情報の集合は、前記隣接セルのＡＢＳ（ａｌｍｏｓｔ　ｂｌａｎｋ　ｓｕｂｆ
ｒａｍｅ）パターンを含む、請求項７に記載の方法。
【請求項１１】
　前記補助情報が前記隣接セルのＡＢＳパターンを含む場合、前記補助情報の集合は、前
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記ＡＢＳパターンによって指示されるＡＢＳに対してのみ有効である、請求項１０に記載
の方法。
【請求項１２】
　前記サービングセルおよび前記隣接セルは、同じシステム帯域幅を有する、請求項７に
記載の方法。
【請求項１３】
　無線通信システムにおいて、受信信号内の干渉信号を除去するように構成された端末で
あって、前記端末は、
　無線周波数（ＲＦ）ユニットと、
　前記ＲＦユニットを制御するように構成されたプロセッサと
　を含み、
　前記プロセッサは、
　隣接セルからの干渉信号の除去のための補助情報の集合をサービングセルから受信して
、前記補助情報の集合に基づいて前記受信信号内の前記干渉信号を除去するように構成さ
れ、
　前記補助情報の集合は、同一のプリコーディングが維持される前記隣接セルのリソース
割当基本単位を含み、前記隣接セルのリソース割当基本単位は、リソースブロックの所定
数を指示し、
　前記補助情報の集合は、ＣＲＳ（ｃｅｌｌ－ｓｐｅｃｉｆｉｃ　ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　
ｓｉｇｎａｌ）の送信のために用いられるアンテナポート数、ＭＢＳＦＮ（ｍｕｌｔｉｍ
ｅｄｉａ　ｂｒｏａｄｃａｓｔ　ｓｉｎｇｌｅ　ｓｕｂｆｒａｍｅ　ｎｅｔｗｏｒｋ）サ
ブフレームパターン、前記ＣＲＳの送信電力に対するＰＤＳＣＨ（ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｄ
ｏｗｎｌｉｎｋ　ｓｈａｒｅｄ　ｃｈａｎｎｅｌ）の送信電力の比率、または、前記干渉
信号に関連する送信モードのうちの少なくとも１つに関する情報を含む、端末。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線通信システムに関し、特に、無線通信システムにおいて干渉除去を支援
するための方法及びそのための装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　機器間（Ｍａｃｈｉｎｅ－ｔｏ－Ｍａｃｈｉｎｅ、Ｍ２Ｍ）通信と、高いデータ送信量
を要求するスマートフォン、タブレットＰＣなどの様々な装置及び技術が出現及び普及さ
れている。これに伴い、セルラー網で処理されることが要求されるデータ量も急増してい
る。このように急増しているデータ処理要求量を満たすために、より多い周波数帯域を效
率的に使用するための搬送波集成（ｃａｒｒｉｅｒ　ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎ；ＣＡ）技
術、認知無線（ｃｏｇｎｉｔｉｖｅ　ｒａｄｉｏ）技術などと、限定された周波数内で送
信されるデータ容量を増大させるための多重アンテナ技術、多重基地局協調技術などが発
展している。また、ユーザ機器がその周辺でアクセスできるノードの密度が高くなる方向
に通信環境が進展している。ノードとは、１つ以上のアンテナを有しており、ユーザ機器
と無線信号を送信／受信できる固定した地点（ｐｏｉｎｔ）のことをいう。高い密度のノ
ードを有する通信システムは、ノード間の協調によってより高い性能の通信サービスをユ
ーザ機器に提供することができる。
【０００３】
　複数のノードで同一の時間－周波数リソースを用いてユーザ機器と通信を行う多重ノー
ド協調通信方式は、各ノードが独立した基地局として動作して相互協調無しでユーザ機器
と通信を行う既存の通信方式に比べて、データ処理量において格段に優れた性能を示す。
【０００４】
　多重ノードシステムは、各ノードが、基地局、アクセスポイント、アンテナ、アンテナ
グループ、無線リモートヘッド（ｒａｄｉｏ　ｒｅｍｏｔｅ　ｈｅａｄ、ＲＲＨ）、無線
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リモートユニット（ｒａｄｉｏ　ｒｅｍｏｔｅ　ｕｎｉｔ、ＲＲＵ）として動作する、複
数のノードを用いて協調通信を行う。アンテナが基地局に集中して位置している既存の中
央集中型アンテナシステムと違い、一般に、多重ノードシステムでは複数のノードが一定
間隔以上で離れて位置する。複数のノードは、各ノードの動作を制御したり、各ノードを
介して送／受信されるデータをスケジューリングしたりする１つ以上の基地局或いは基地
局コントローラ（ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｒ）によって管理することができる。各ノードは、
当該ノードを管理する基地局或いは基地局コントローラとケーブル或いは専用回線（ｄｅ
ｄｉｃａｔｅｄ　ｌｉｎｅ）で接続される。
【０００５】
　このような多重ノードシステムは、分散したノードが同時に異なったストリームを送／
受信して単一又は複数のユーザ機器と通信できるという点で、一種のＭＩＭＯ（ｍｕｌｔ
ｉｐｌｅ　ｉｎｐｕｔ　ｍｕｌｔｉｐｌｅ　ｏｕｔｐｕｔ）システムと見なすことができ
る。ただし、多重ノードシステムは様々な位置に分散しているノードを用いて信号を送信
するため、既存の中央集中型アンテナシステムに備えられたアンテナに比べて、各アンテ
ナがカバーすべき送信領域が縮減する。そのため、中央集中型アンテナシステムにおいて
ＭＩＭＯ技術を具現した既存システムに比べて、多重ノードシステムでは、各アンテナが
信号を送信するために必要とする送信電力を減少させることができる。また、アンテナと
ユーザ機器間の送信距離が短縮するため、経路損失が減少し、データの高速送信が可能に
なる。これによって、セルラーシステムの送信容量及び電力効率を増大させることができ
、セル内のユーザ機器の位置に関係なく、相対的に均一な品質の通信性能を保障すること
ができる。また、多重ノードシステムでは、複数のノードに接続した基地局或いは基地局
コントローラがデータ送信／受信に協調するため、送信過程で発生する信号損失が減少す
る。また、一定の距離以上で離れて位置したノード同士がユーザ機器と協調通信を行う場
合、アンテナ間の相関度（ｃｏｒｒｅｌａｔｉｏｎ）及び干渉が軽減することとなる。し
たがって、多重ノード協調通信方式によれば、高い信号対雑音比（ｓｉｇｎａｌ　ｔｏ　
ｉｎｔｅｒｆｅｒｅｎｃｅ－ｐｌｕｓ－ｎｏｉｓｅ　ｒａｔｉｏ、ＳＩＮＲ）が得られる
。
【０００６】
　このような多重ノードシステムの特長から、次世代移動通信システムにおいて基地局増
設費用とバックホール（ｂａｃｋｈａｕｌ）網の保守費用を削減すると同時に、サービス
カバレッジの拡大とチャネル容量及びＳＩＮＲの向上のために、多重ノードシステムが、
既存の中央集中型アンテナシステムに加えて或いはそれに代えてセルラー通信の新しい基
盤として台頭している。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明は、無線通信システムにおいて干渉除去を效率的に行うように支援するための方
案を提供する。
【０００８】
　また、本発明は、他の用途に用いられていた特定情報を干渉除去のための条件として活
用する方案を提供する。
【０００９】
　本発明で達成しようとする技術的課題は、上記の技術的課題に制限されず、言及してい
ない他の技術的課題は、以下の記載から、本発明の属する技術の分野における通常の知識
を有する者には明確に理解されるであろう。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明の一実施例によって無線通信システムにおいてサービング基地局がターゲット端
末にとっての受信信号から干渉信号の除去を支援するための方法が開示され、前記方法は
＜少なくとも一つの隣接基地局から前記隣接基地局のスケジューリング情報を受信するス
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テップと、前記少なくとも一つの隣接基地局のスケジューリング情報に基づいてターゲッ
ト端末の干渉信号を除去するための補助情報の集合を構成するステップと、前記ターゲッ
ト端末の干渉信号を除去するための補助情報の集合を前記ターゲット端末に送信するステ
ップとを有し、前記補助情報は、それぞれの隣接基地局からの干渉信号と関連したＣＲＳ
（ｃｅｌｌ－ｓｐｅｃｉｆｉｃ　ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　ｓｉｇｎａｌ）関連情報又はＤＭ
－ＲＳ（ｄｅｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ　ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　ｓｉｇｎａｌ）関連情報のう
ち少なくとも一つを含むことができる。
【００１１】
　好ましくは、前記ＣＲＳ関連情報は、前記ＣＲＳと関連したセル識別子、前記ＣＲＳの
送信のためのポート数、ＣＲＳ周波数シフト（ｓｈｉｆｔ）、ＭＢＳＦＮサブフレームパ
ターン、及び前記ＣＲＳ対ＰＤＳＣＨの送信電力比率のうち少なくとも一つを含むことが
できる。
【００１２】
　好ましくは、前記ＤＭ－ＲＳ関連情報は、前記ＤＭ－ＲＳと関連したセル識別子及び前
記ＤＭ－ＲＳと関連したスクランブリング識別子（ｓｃｒａｍｂｌｉｎｇ　ｉｄｅｎｔｉ
ｔｙ、ｎＳＣＩＤ）のうち少なくとも一つを含むことができる。
【００１３】
　好ましくは、前記補助情報は、前記干渉信号を送信するために用いられたプリコーディ
ングマトリクス情報、ランク情報、前記干渉信号のＰＤＳＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｄｏ
ｗｎｌｉｎｋ　Ｓｈａｒｅｄ　Ｃｈａｎｎｅｌ）開始シンボルインデックス情報、及び前
記干渉信号の変調次数又はＭＣＳレベル情報のうち少なくとも一つをさらに含むことがで
きる。
【００１４】
　好ましくは、前記補助情報は、前記ＤＭ－ＲＳとＱＣＬ（ｑｕａｓｉ　ｃｏ－ｌｏｃａ
ｔｅｄ）仮定が可能なＣＳＩ－ＲＳ（ｃｈａｎｎｅｌ　ｓｔａｔｅ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉ
ｏｎ　ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　ｓｉｇｎａｌ）関連情報又はＣＲＳ関連情報をさらに含むこ
とができる。
【００１５】
　好ましくは、前記補助情報は、前記干渉信号のＰＤＳＣＨ　ＲＥ（ｒｅｓｏｕｒｃｅ　
ｅｌｅｍｅｎｔ）マッピング情報を含み、前記ＰＤＳＣＨ　ＲＥマッピング情報は、前記
干渉信号と関連したＣＲＳ関連情報、ノン－ゼロパワーＣＳＩ－ＲＳインデックス、及び
ゼロパワーＣＳＩ－ＲＳインデックスのうち少なくとも一つを含むことができる。
【００１６】
　好ましくは、前記補助情報は、前記隣接基地局のＡＢＳ（ａｌｍｏｓｔ　ｂｌａｎｋ　
ｓｕｂｆｒａｍｅ）パターンを含むことができる。
【００１７】
　好ましくは、前記隣接基地局のＡＢＳパターンが含まれる場合、前記補助情報は、前記
ＡＢＳパターンが指示するＡＢＳに対してのみ有効であってもよい。
【００１８】
　好ましくは、前記補助情報は、前記干渉信号を受信するようにスケジュールされた端末
の送信モードを含むことができる。
【００１９】
　好ましくは、前記方法は、前記補助情報の集合のうち一つを指示する情報を前記ターゲ
ット端末に送信するステップをさらに有することができる。
【００２０】
　好ましくは、前記干渉支援のために前記サービング基地局と前記隣接基地局間にリソー
ス割り当て領域の基本単位が同一に設定されてもよい。
【００２１】
　本発明の他の実施例に係る無線通信システムにおいてターゲット端末にとっての受信信
号から干渉信号の除去を支援するように構成された基地局において、前記基地局は、無線
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周波数（Ｒａｄｉｏ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ；ＲＦ）ユニットと、前記ＲＦユニットを制御
するように構成されたプロセッサとを備え、前記プロセッサは、少なくとも一つの隣接基
地局から前記少なくとも一つの隣接基地局のスケジューリング情報を受信し、前記少なく
とも一つの隣接基地局のスケジューリング情報に基づいてターゲット端末の干渉信号を除
去するための補助情報の集合を構成し、前記ターゲット端末の干渉信号を除去するための
補助情報の集合を前記ターゲット端末に送信するように構成され、前記補助情報は、それ
ぞれの隣接基地局からの干渉信号と関連したＣＲＳ（ｃｅｌｌ－ｓｐｅｃｉｆｉｃ　ｒｅ
ｆｅｒｅｎｃｅ　ｓｉｇｎａｌ）関連情報又はＤＭ－ＲＳ（ｄｅｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ　
ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　ｓｉｇｎａｌ）関連情報のうち少なくとも一つを含むことができる
。
【００２２】
　本発明の他の実施例に係る無線通信システムにおいて端末が受信信号から干渉信号を除
去するための方法において、前記方法は、少なくとも一つの隣接基地局からの干渉信号を
除去するための補助情報の集合をサービング基地局から受信するステップと、前記補助情
報の集合のうち少なくとも一つを指示する情報を受信するステップと、前記指示された少
なくとも一つの補助情報に基づいて前記干渉信号を推定し、前記受信信号から前記干渉信
号を除去するステップとを有し、前記補助情報は、それぞれの隣接基地局からの干渉信号
と関連したＣＲＳ（ｃｅｌｌ－ｓｐｅｃｉｆｉｃ　ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　ｓｉｇｎａｌ）
関連情報又はＤＭ－ＲＳ（ｄｅｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ　ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　ｓｉｇｎａ
ｌ）関連情報のうち少なくとも一つを含み、前記指示された少なくとも一つの補助情報は
、前記隣接基地局のうち、前記端末に干渉を誘発する可能性のある隣接基地局と関連する
ことができる。
【００２３】
　本発明の他の実施例に係る無線通信システムにおいて端末が受信信号から干渉信号を除
去するための方法において、少なくとも一つの隣接基地局からの干渉信号を除去するため
の補助情報の集合をサービング基地局から受信するステップと、前記補助情報の集合のう
ち干渉候補部分集合を指示する情報を受信するステップと、前記指示された干渉候補部分
集合を用いて前記受信信号から干渉信号をブラインドに探索し、探索された干渉信号を前
記受信信号から除去するステップとを有し、前記補助情報は、それぞれの隣接基地局から
の干渉信号と関連したＣＲＳ（ｃｅｌｌ－ｓｐｅｃｉｆｉｃ　ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　ｓｉ
ｇｎａｌ）関連情報又はＤＭ－ＲＳ（ｄｅｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ　ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　
ｓｉｇｎａｌ）関連情報のうち少なくとも一つを含み、前記指示された干渉候補部分集合
は、隣接基地局のうち、前記端末に干渉を誘発する可能性の高い隣接基地局と関連するこ
とができる。
【００２４】
　本発明の他の実施例に係る無線通信システムにおいて受信信号から干渉信号を除去する
ように構成された端末であって、前記端末は、無線周波数（Ｒａｄｉｏ　Ｆｒｅｑｕｅｎ
ｃｙ；ＲＦ）ユニットと、前記ＲＦユニットを制御するように構成されたプロセッサとを
備え、前記プロセッサは、少なくとも一つの隣接基地局からの干渉信号を除去するための
補助情報の集合をサービング基地局から受信し、前記補助情報の集合のうち少なくとも一
つを指示する情報を受信し、前記指示された少なくとも一つの補助情報に基づいて干渉信
号を推定し、前記受信信号から前記干渉信号を除去するように構成され、前記補助情報は
、それぞれの隣接基地局からの干渉信号と関連したＣＲＳ（ｃｅｌｌ－ｓｐｅｃｉｆｉｃ
　ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　ｓｉｇｎａｌ）関連情報又はＤＭ－ＲＳ（ｄｅｍｏｄｕｌａｔｉ
ｏｎ　ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　ｓｉｇｎａｌ）関連情報のうち少なくとも一つを含み、前記
指示された少なくとも一つの補助情報は、前記隣接基地局のうち、前記端末に干渉を誘発
する可能性のある隣接基地局と関連することができる。
【００２５】
　本発明の他の実施例に係る無線通信システムにおいて受信信号から干渉信号を除去する
ように構成された端末であって、前記端末は、無線周波数（Ｒａｄｉｏ　Ｆｒｅｑｕｅｎ
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ｃｙ；ＲＦ）ユニットと、前記ＲＦユニットを制御するように構成されたプロセッサとを
備え、前記プロセッサは、少なくとも一つの隣接基地局からの干渉信号を除去するための
補助情報の集合をサービング基地局から受信し、前記補助情報の集合のうち干渉候補部分
集合を指示する情報を受信し、前記指示された干渉候補部分集合を用いて前記受信信号か
ら干渉信号をブラインドに探索し、探索された干渉信号を前記受信信号から除去するよう
に構成され、前記補助情報は、それぞれの隣接基地局からの干渉信号と関連したＣＲＳ（
ｃｅｌｌ－ｓｐｅｃｉｆｉｃ　ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　ｓｉｇｎａｌ）関連情報又はＤＭ－
ＲＳ（ｄｅｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ　ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　ｓｉｇｎａｌ）関連情報のうち
少なくとも一つを含み、前記指示された干渉候補部分集合は、隣接基地局のうち、前記端
末に干渉を誘発する可能性の高い隣接基地局と関連することができる。
【００２６】
　以上の課題解決方法は、本発明の実施例の一部に過ぎず、本願発明の技術的特徴が反映
された様々な実施例が、当該技術の分野における通常の知識を有する者にとっては、以下
に詳述する本発明の詳細な説明に基づいて導出され、理解されるであろう。
例えば、本願発明は以下の項目を提供する。
（項目１）
　無線通信システムにおいてサービング基地局がターゲット端末にとっての受信信号から
干渉信号の除去を支援するための方法であって、
　少なくとも一つの隣接基地局から該隣接基地局のスケジューリング情報を受信するステ
ップと、
　前記少なくとも一つの隣接基地局のスケジューリング情報に基づいてターゲット端末の
干渉信号を除去するための補助情報の集合を構成するステップと、
　前記ターゲット端末の干渉信号を除去するための補助情報の集合を前記ターゲット端末
に送信するステップと、
を有し、
　前記補助情報は、それぞれの隣接基地局からの干渉信号と関連したＣＲＳ（ｃｅｌｌ－
ｓｐｅｃｉｆｉｃ　ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　ｓｉｇｎａｌ）関連情報又はＤＭ－ＲＳ（ｄｅ
ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ　ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　ｓｉｇｎａｌ）関連情報のうち少なくとも
一つを含むことを特徴とする、干渉信号除去支援方法。
（項目２）
　前記ＣＲＳ関連情報は、
　前記ＣＲＳと関連したセル識別子、前記ＣＲＳの送信のためのポート数、ＣＲＳ周波数
シフト（ｓｈｉｆｔ）、ＭＢＳＦＮサブフレームパターン、及び前記ＣＲＳ対ＰＤＳＣＨ
の送信電力比率のうち少なくとも一つを含むことを特徴とする、項目１に記載の干渉信号
除去支援方法。
（項目３）
　前記ＤＭ－ＲＳ関連情報は、
　前記ＤＭ－ＲＳと関連したセル識別子及び前記ＤＭ－ＲＳと関連したスクランブリング
識別子（ｓｃｒａｍｂｌｉｎｇ　ｉｄｅｎｔｉｔｙ、ｎＳＣＩＤ）のうち少なくとも一つ
をを含むことを特徴とする、項目１に記載の干渉信号除去支援方法。
（項目４）
　前記補助情報は、
　前記干渉信号を送信するために用いられたプリコーディングマトリクス情報、ランク情
報、前記干渉信号のＰＤＳＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｓｈａｒｅｄ　
Ｃｈａｎｎｅｌ）開始シンボルインデックス情報、及び前記干渉信号の変調次数又はＭＣ
Ｓレベル情報のうち少なくとも一つをさらに含むことを特徴とする、項目１に記載の干渉
信号除去支援方法。
（項目５）
　前記補助情報は、
　前記ＤＭ－ＲＳとＱＣＬ（ｑｕａｓｉ　ｃｏ－ｌｏｃａｔｅｄ）仮定が可能なＣＳＩ－
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ＲＳ（ｃｈａｎｎｅｌ　ｓｔａｔｅ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　ｓ
ｉｇｎａｌ）関連情報又はＣＲＳ関連情報をさらに含むことを特徴とする、項目１に記載
の干渉信号除去支援方法。
（項目６）
　前記補助情報は、前記干渉信号のＰＤＳＣＨ　ＲＥ（ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｅｌｅｍｅｎ
ｔ）マッピング情報を含み、
　前記ＰＤＳＣＨ　ＲＥマッピング情報は、前記干渉信号と関連したＣＲＳ関連情報、ノ
ン－ゼロパワーＣＳＩ－ＲＳインデックス、及びゼロパワーＣＳＩ－ＲＳインデックスの
うち少なくとも一つを含むことを特徴とする、項目１に記載の干渉信号除去支援方法。
（項目７）
　前記補助情報は、前記隣接基地局のＡＢＳ（ａｌｍｏｓｔ　ｂｌａｎｋ　ｓｕｂｆｒａ
ｍｅ）パターンを含むことを特徴とする、項目１に記載の干渉信号除去支援方法。
（項目８）
　前記隣接基地局のＡＢＳパターンが含まれる場合、前記補助情報は、前記ＡＢＳパター
ンが指示するＡＢＳに対してのみ有効であることを特徴とする、項目７に記載の干渉信号
除去支援方法。
（項目９）
　前記補助情報は、前記干渉信号を受信するようにスケジュールされた端末の送信モード
を含むことを特徴とする、項目１に記載の干渉信号除去支援方法。
（項目１０）
　前記補助情報の集合のうちの一つを指示する情報を前記ターゲット端末に送信するステ
ップをさらに有することを特徴とする、項目１に記載の干渉信号除去支援方法。
（項目１１）
　前記干渉支援のために前記サービング基地局と前記隣接基地局間にリソース割り当て領
域の基本単位が同一に設定されることを特徴とする、項目１に記載の干渉信号除去支援方
法。
（項目１２）
　無線通信システムにおいてターゲット端末にとっての受信信号から干渉信号の除去を支
援するように構成された基地局であって、
　無線周波数（Ｒａｄｉｏ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ；ＲＦ）ユニットと、
　前記ＲＦユニットを制御するように構成されたプロセッサと、
を備え、
　前記プロセッサは、少なくとも一つの隣接基地局から該少なくとも一つの隣接基地局の
スケジューリング情報を受信し、前記少なくとも一つの隣接基地局のスケジューリング情
報に基づいてターゲット端末の干渉信号を除去するための補助情報の集合を構成し、前記
ターゲット端末の干渉信号を除去するための補助情報の集合を前記ターゲット端末に送信
するように構成され、
　前記補助情報は、それぞれの隣接基地局からの干渉信号と関連したＣＲＳ（ｃｅｌｌ－
ｓｐｅｃｉｆｉｃ　ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　ｓｉｇｎａｌ）関連情報又はＤＭ－ＲＳ（ｄｅ
ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ　ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　ｓｉｇｎａｌ）関連情報のうち少なくとも
一つを含むことを特徴とする、基地局。
（項目１３）
　無線通信システムにおいて端末が受信信号から干渉信号を除去するための方法であって
、
　少なくとも一つの隣接基地局からの干渉信号を除去するための補助情報の集合をサービ
ング基地局から受信するステップと、
　前記補助情報の集合のうち少なくとも一つを指示する情報を受信するステップと、
　前記指示された少なくとも一つの補助情報に基づいて前記干渉信号を推定し、前記受信
信号から前記干渉信号を除去するステップと、
を有し、
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　前記補助情報は、それぞれの隣接基地局からの干渉信号と関連したＣＲＳ（ｃｅｌｌ－
ｓｐｅｃｉｆｉｃ　ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　ｓｉｇｎａｌ）関連情報又はＤＭ－ＲＳ（ｄｅ
ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ　ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　ｓｉｇｎａｌ）関連情報のうち少なくとも
一つを含み、
　前記指示された少なくとも一つの補助情報は、前記隣接基地局のうち、前記端末に干渉
を誘発する可能性のある隣接基地局に関連していることを特徴とする、干渉信号除去方法
。
（項目１４）
　無線通信システムにおいて端末が受信信号から干渉信号を除去するための方法であって
、
　少なくとも一つの隣接基地局からの干渉信号を除去するための補助情報の集合をサービ
ング基地局から受信するステップと、
　前記補助情報の集合のうち干渉候補部分集合を指示する情報を受信するステップと、
　前記指示された干渉候補部分集合を用いて前記受信信号から干渉信号をブラインドに探
索し、探索された干渉信号を前記受信信号から除去するステップと、
を有し、
　前記補助情報は、それぞれの隣接基地局からの干渉信号と関連したＣＲＳ（ｃｅｌｌ－
ｓｐｅｃｉｆｉｃ　ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　ｓｉｇｎａｌ）関連情報又はＤＭ－ＲＳ（ｄｅ
ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ　ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　ｓｉｇｎａｌ）関連情報のうち少なくとも
一つを含み、
　前記指示された干渉候補部分集合は、隣接基地局のうち、前記端末に干渉を誘発する可
能性のある隣接基地局に関連していることを特徴とする、干渉信号除去方法。
（項目１５）
　無線通信システムにおいて受信信号から干渉信号を除去するように構成された端末であ
って、
　無線周波数（Ｒａｄｉｏ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ；ＲＦ）ユニットと、
　前記ＲＦユニットを制御するように構成されたプロセッサと、
を備え、
　前記プロセッサは、少なくとも一つの隣接基地局からの干渉信号を除去するための補助
情報の集合をサービング基地局から受信し、前記補助情報の集合のうち少なくとも一つを
指示する情報を受信し、前記指示された少なくとも一つの補助情報に基づいて干渉信号を
推定し、前記受信信号から前記干渉信号を除去するように構成され、
　前記補助情報は、それぞれの隣接基地局からの干渉信号と関連したＣＲＳ（ｃｅｌｌ－
ｓｐｅｃｉｆｉｃ　ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　ｓｉｇｎａｌ）関連情報又はＤＭ－ＲＳ（ｄｅ
ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ　ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　ｓｉｇｎａｌ）関連情報のうち少なくとも
一つを含み、
　前記指示された少なくとも一つの補助情報は、前記隣接基地局のうち、前記端末に干渉
を誘発する可能性のある隣接基地局に関連していることを特徴とする、端末。
（項目１６）
　無線通信システムにおいて受信信号から干渉信号を除去するように構成された端末であ
って、
　無線周波数（Ｒａｄｉｏ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ；ＲＦ）ユニットと、
　前記ＲＦユニットを制御するように構成されたプロセッサと、
を備え、
　前記プロセッサは、少なくとも一つの隣接基地局からの干渉信号を除去するための補助
情報の集合をサービング基地局から受信し、前記補助情報の集合のうち干渉候補部分集合
を指示する情報を受信し、前記指示された干渉候補部分集合を用いて前記受信信号から干
渉信号をブラインドに探索し、探索された干渉信号を前記受信信号から除去するように構
成され、
　前記補助情報は、それぞれの隣接基地局からの干渉信号と関連したＣＲＳ（ｃｅｌｌ－
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ｓｐｅｃｉｆｉｃ　ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　ｓｉｇｎａｌ）関連情報又はＤＭ－ＲＳ（ｄｅ
ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ　ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　ｓｉｇｎａｌ）関連情報のうち少なくとも
一つを含み、
　前記指示された干渉候補部分集合は、隣接基地局のうち、前記端末に干渉を誘発する可
能性のある隣接基地局に関連していることを特徴とする、端末。
 
 
【発明の効果】
【００２７】
　本発明の一実施例によれば、無線通信システムにおいて干渉除去を效率的に行うように
することができる。
【００２８】
　また、本発明の一実施例は、他の用途に用いられていた特定情報を干渉除去のための条
件として活用するため、リソース活用度を上げることができる。
【００２９】
　無線通信システムにおいて協調型多重－ポイント送受信（Ｃｏｏｒｄｉｎａｔｅｄ　Ｍ
ｕｌｔｉｐｌｅ－Ｐｏｉｎｔ　ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　ａｎｄ　ｒｅｃｅｐｔｉｏｎ
；ＣｏＭＰ）集合を效率的に決定することができる。
【００３０】
　本発明から得られる効果は、以上に言及した効果に制限されず、言及していない他の効
果は、以下の記載から、本発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者に明確
に理解されるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００３１】
　本発明に関する理解を助けるために詳細な説明の一部として含まれる添付の図面は、本
発明に関する実施例を提供し、詳細な説明と共に本発明の技術的思想を説明する。
【図１】図１は、無線通信システムで用いられる無線フレーム構造の一例を示す図である
。
【図２】図２は、無線通信システムで下りリンク／上りリンク（ＤＬ／ＵＬ）スロット構
造の一例を示す図である。
【図３】図３は、３ＧＰＰ　ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａシステムで用いられる下りリンク（ｄｏ
ｗｎｌｉｎｋ、ＤＬ）サブフレーム構造を例示する図である。
【図４】図４は、３ＧＰＰ　ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａシステムで用いられる上りリンク（ｕｐ
ｌｉｎｋ、ＵＬ）サブフレーム構造の一例を示す図である。
【図５】図５は、本発明の実施例が適用されるＭＩＭＯ（Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ｉｎｐｕｔ
　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ｏｕｔｐｕｔ）システムを例示する図である。
【図６】図６は、本発明の実施例を具現するための装置を示すブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００３２】
　以下、本発明に係る好適な実施の形態を添付の図面を参照して詳しく説明する。添付の
図面と共に以下に開示される詳細な説明は、本発明の例示的な実施の形態を説明するため
のもので、本発明を実施できる唯一の実施の形態を示すためのものではない。以下の詳細
な説明は、本発明の完全な理解を提供するために具体的な細部事項を含む。しかし、この
ような具体的な細部事項無しにも本発明を実施可能であるということが当業者には理解で
きる。
【００３３】
　場合によって、本発明の概念が曖昧になることを避けるために、公知の構造及び装置が
省略されることもあり、各構造及び装置の核心機能を中心にしたブロック図の形式で図示
されることもある。また、本明細書全体を通じて同一の構成要素には同一の図面符号を付
して説明する。
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【００３４】
　本発明において、ユーザ機器（Ｕｓｅｒ　Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ：ＵＥ）は、固定してい
ても、移動性を有していてもよいもので、基地局（ｂａｓｅ　ｓｔａｔｉｏｎ：ＢＳ）と
通信してユーザデータ及び／又は各種制御情報を送受信する各種機器を含む。ＵＥを、端
末（Ｔｅｒｍｉｎａｌ　Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ）、ＭＳ（Ｍｏｂｉｌｅ　Ｓｔａｔｉｏｎ）
、ＭＴ（Ｍｏｂｉｌｅ　Ｔｅｒｍｉｎａｌ）、ＵＴ（Ｕｓｅｒ　Ｔｅｒｍｉｎａｌ）、Ｓ
Ｓ（Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅ　Ｓｔａｔｉｏｎ）、無線機器（ｗｉｒｅｌｅｓｓ　ｄｅｖｉｃ
ｅ）、ＰＤＡ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ａｓｓｉｓｔａｎｔ）、無線モデム
（ｗｉｒｅｌｅｓｓ　ｍｏｄｅｍ）、携帯機器（ｈａｎｄｈｅｌｄ　ｄｅｖｉｃｅ）など
と呼ぶこともできる。また、本発明において、ＢＳは一般に、ＵＥ及び／又は他のＢＳと
通信する固定局（ｆｉｘｅｄ　ｓｔａｔｉｏｎ）を意味し、ＵＥ及び他のＢＳと通信して
各種データ及び制御情報を交換する。ＢＳを、ＡＢＳ（Ａｄｖａｎｃｅｄ　Ｂａｓｅ　Ｓ
ｔａｔｉｏｎ）、ＮＢ（Ｎｏｄｅ－Ｂ）、ｅＮＢ（ｅｖｏｌｖｅｄ－ＮｏｄｅＢ）、ＢＴ
Ｓ（Ｂａｓｅ　Ｔｒａｎｓｃｅｉｖｅｒ　Ｓｙｓｔｅｍ）、アクセスポイント（Ａｃｃｅ
ｓｓ　Ｐｏｉｎｔ）、ＰＳ（Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｓｅｒｖｅｒ）などと呼ぶこともで
きる。以下の本発明に関する説明てば、ＢＳをｅＮＢと総称する。
【００３５】
　本発明でいうノード（ｎｏｄｅ）とは、ＵＥと通信して無線信号を送信／受信できる固
定した地点（ｐｏｉｎｔ）を指す。様々な形態のｅＮＢをその名称にかかわらずノードと
して用いることができる。例えば、ＢＳ、ＮＢ、ｅＮＢ、ピコ－セルｅＮＢ（ＰｅＮＢ）
、ホームｅＮＢ（ＨｅＮＢ）、リレー、リピータなどをノードとすることができる。また
、ノードは、ｅＮＢでなくてもよい。例えば、無線リモートヘッド（ｒａｄｉｏ　ｒｅｍ
ｏｔｅ　ｈｅａｄ、ＲＲＨ）、無線リモートユニット（ｒａｄｉｏ　ｒｅｍｏｔｅ　ｕｎ
ｉｔ、ＲＲＵ）であってもよい。ＲＲＨ、ＲＲＵなどは一般にｅＮＢの電力レベル（ｐｏ
ｗｅｒ　ｌｅｖｅｌ）よりも低い電力レベルを有する。ＲＲＨ或いはＲＲＵ（以下、ＲＲ
Ｈ／ＲＲＵ）は一般に、光ケーブルなどの専用回線（ｄｅｄｉｃａｔｅｄ　ｌｉｎｅ）で
ｅＮＢに接続されており、よって、一般に無線回線で接続されているｅＮＢによる協調通
信に比べて、ＲＲＨ／ＲＲＵとｅＮＢによる協調通信を円滑に行うことができる。１つの
ノードには少なくとも１つのアンテナが設置される。このアンテナは、物理アンテナを意
味することもでき、アンテナポート、仮想アンテナ、又はアンテナグループを意味するこ
ともできる。ノードは、ポイント（ｐｏｉｎｔ）と呼ばれることもある。アンテナが基地
局に集中して位置して１つのｅＮＢコントローラ（ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｒ）によって制御
される既存の（ｃｏｎｖｅｎｔｉｏｎａｌ）中央集中型アンテナシステム（ｃｅｎｔｒａ
ｌｉｚｅｄ　ａｎｔｅｎｎａ　ｓｙｓｔｅｍ、ＣＡＳ）（すなわち、単一ノードシステム
）と違い、多重ノードシステムにおいて複数のノードは一般に一定間隔以上で離れて位置
する。これらの複数のノードは、各ノードの動作を制御したり、各ノードを通して送／受
信されるデータをスケジューリング（ｓｃｈｅｄｕｌｉｎｇ）する１つ以上のｅＮＢ或い
はｅＮＢコントローラによって管理することができる。各ノードは、当該ノードを管理す
るｅＮＢ或いはｅＮＢコントローラとケーブル（ｃａｂｌｅ）或いは専用回線（ｄｅｄｉ
ｃａｔｅｄ　ｌｉｎｅ）で接続することができる。多重ノードシステムにおいて、複数の
ノードへの／からの信号送信／受信には、同一のセル識別子（ｉｄｅｎｔｉｔｙ、ＩＤ）
が用いられてもよく、異なるセルＩＤが用いられてもよい。複数のノードが同一のセルＩ
Ｄを有すると、これら複数のノードのそれぞれは、１つのセルにおける一部のアンテナ集
団のように動作する。多重ノードシステムにおいてノードが互いに異なるセルＩＤを有す
ると、このような多重ノードシステムを多重セル（例えば、マクロ－セル／フェムト－セ
ル／ピコ－セル）システムと見なすことができる。複数のノードのそれぞれが形成した多
重セルがカバレッジによってオーバーレイ（ｏｖｅｒｌａｙ）する形態で構成されると、
これらの多重セルが形成したネットワークを特に多重－階層（ｍｕｌｔｉ－ｔｉｅｒ）ネ
ットワークと呼ぶ。ＲＲＨ／ＲＲＵのセルＩＤとｅＮＢのセルＩＤは同一であっても、異
なってもよい。ＲＲＨ／ＲＲＵとｅＮＢが互いに異なるセルＩＤを用いる場合、ＲＲＨ／
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ＲＲＵとｅＮＢはいずれも独立した基地局として動作する。
【００３６】
　以下に説明する本発明の多重ノードシステムにおいて、複数のノードに接続した１つ以
上のｅＮＢ或いはｅＮＢコントローラが、上記複数のノードの一部又は全てを介してＵＥ
に同時に信号を送信或いは受信するように上記複数のノードを制御することができる。各
ノードの実体、各ノードの具現の形態などによって、多重ノードシステム間には差異点が
あるが、複数のノードが共に所定時間－周波数リソース上でＵＥに通信サービスを提供す
るために参加するという点で、これらの多重ノードシステムは単一ノードシステム（例え
ば、ＣＡＳ、従来のＭＩＭＯシステム、従来の中継システム、従来のリピータシステムな
ど）と異なる。そのため、複数のノードの一部又は全てを用いてデータ協調送信を行う方
法に関する本発明の実施例は、種々の多重ノードシステムに適用可能である。例えば、ノ
ードとは、通常、他のノードと一定間隔以上で離れて位置しているアンテナグループを指
すが、後述する本発明の実施例は、ノードが間隔にかかわらずに任意のアンテナグループ
を意味する場合にも適用可能である。例えば、Ｘ－ｐｏｌ（Ｃｒｏｓｓ　ｐｏｌａｒｉｚ
ｅｄ）アンテナを備えたｅＮＢの場合、該ｅＮＢが、Ｈ－ｐｏｌアンテナで構成されたノ
ードとＶ－ｐｏｌアンテナで構成されたノードを制御すると見なし、本発明の実施例を適
用することができる。
【００３７】
　複数の送信（Ｔｘ）／受信（Ｒｘ）ノードを介して信号を送信／受信したり、複数の送
信／受信ノードから選択された少なくとも１つのノードを介して信号を送信／受信したり
、下りリンク信号を送信するノードと上りリンク信号を受信するノードとを別にし得る通
信技法を、多重－ｅＮＢ　ＭＩＭＯ又はＣｏＭＰ（Ｃｏｏｒｄｉｎａｔｅｄ　Ｍｕｌｔｉ
－Ｐｏｉｎｔ　ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ／ｒｅｃｅｐｔｉｏｎ）という。このようなノ
ード間協調通信のうち、協調送信技法は、ＪＰ（ｊｏｉｎｔ　ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ）と
スケジューリング協調（ｓｃｈｅｄｕｌｉｎｇ　ｃｏｏｒｄｉｎａｔｉｏｎ）とに区別で
きる。前者はＪＴ（ｊｏｉｎｔ　ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ）／ＪＲ（ｊｏｉｎｔ　ｒｅ
ｃｅｐｔｉｏｎ）とＤＰＳ（ｄｙｎａｍｉｃ　ｐｏｉｎｔ　ｓｅｌｅｃｔｉｏｎ）とに区
別し、後者はＣＳ（ｃｏｏｒｄｉｎａｔｅｄ　ｓｃｈｅｄｕｌｉｎｇ）とＣＢ（ｃｏｏｒ
ｄｉｎａｔｅｄ　ｂｅａｍｆｏｒｍｉｎｇ）とに区別できる。ＤＰＳは、ＤＣＳ（ｄｙｎ
ａｍｉｃ　ｃｅｌｌ　ｓｅｌｅｃｔｉｏｎ）と呼ぶこともできる。他の協調通信技法に比
べて、ノード間協調通信技法のうちのＪＰを行うとき、より様々な通信環境を形成するこ
とができる。ＪＰにおいて、ＪＴは、複数のノードが同一のストリームをＵＥに送信する
通信技法をいい、ＪＲは、複数のノードが同一のストリームをＵＥから受信する通信技法
をいう。当該ＵＥ／ｅＮＢは、上記複数のノードから受信した信号を合成して上記ストリ
ームを復元する。ＪＴ／ＪＲでは、同一のストリームが複数のノードから／に送信される
ため、送信ダイバーシティ（ｄｉｖｅｒｓｉｔｙ）によって信号送信の信頼度を向上させ
ることができる。ＪＰのＤＰＳは、複数のノードから特定規則によって選択された１つの
ノードを介して信号が送信／受信される通信技法をいう。ＤＰＳでは、通常、ＵＥとノー
ド間のチャネル状態の良いノードが通信ノードとして選択されるはずであるため、信号送
信の信頼度を向上させることができる。
【００３８】
　本発明でいうセル（ｃｅｌｌ）とは、１つ以上のノードが通信サービスを提供する一定
の地理的領域をいう。そのため、本発明で特定セルと通信するということは、特定セルに
通信サービスを提供するｅＮＢ或いはノードと通信することを意味できる。また、特定セ
ルの下りリンク／上りリンク信号は、該特定セルに通信サービスを提供するｅＮＢ或いは
ノードからの／への下りリンク／上りリンク信号を意味する。ＵＥに上り／下りリンク通
信サービスを提供するセルを特にサービングセル（ｓｅｒｖｉｎｇ　ｃｅｌｌ）という。
また、特定セルのチャネル状態／品質は、該特定セルに通信サービスを提供するｅＮＢ或
いはノードとＵＥ間に形成されたチャネル或いは通信リンクのチャネル状態／品質を意味
する。３ＧＰＰ　ＬＴＥ－Ａベースのシステムにおいて、ＵＥは、特定ノードからの下り
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リンクチャネル状態を、上記特定ノードのアンテナポートが上記特定ノードに割り当てら
れたＣＳＩ－ＲＳ（Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｓｔａｔｅ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｒｅｆｅｒ
ｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ）リソース上で送信するＣＳＩ－ＲＳを用いて測定することがで
きる。一般に、隣接したノードは、互いに直交するＣＳＩ－ＲＳリソース上で該当のＣＳ
Ｉ－ＲＳリソースを送信する。ＣＳＩ－ＲＳリソースが直交するということは、ＣＳＩ－
ＲＳを運ぶシンボル及び副搬送波を特定するＣＳＩ－ＲＳリソース構成（ｒｅｓｏｕｒｃ
ｅ　ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ）、サブフレームオフセット（ｏｆｆｓｅｔ）及び送信
周期（ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　ｐｅｒｉｏｄ）などによってＣＳＩ－ＲＳが割り当て
られたサブフレームを特定するサブフレーム構成（ｓｕｂｆｒａｍｅ　ｃｏｎｆｉｇｕｒ
ａｔｉｏｎ）、ＣＳＩ－ＲＳシーケンスのうちの少なくとも１つが互いに異なることを意
味する。
【００３９】
　本発明において、ＰＤＣＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ
　ＣＨａｎｎｅｌ）／ＰＣＦＩＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｆｏｒｍａｔ
　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ　ＣＨａｎｎｅｌ）／ＰＨＩＣＨ（（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｈｙｂｒ
ｉｄ　ａｕｔｏｍａｔｉｃ　ｒｅｔｒａｎｓｍｉｔ　ｒｅｑｕｅｓｔ　Ｉｎｄｉｃａｔｏ
ｒ　ＣＨａｎｎｅｌ）／ＰＤＳＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｓｈａｒｅ
ｄ　ＣＨａｎｎｅｌ）はそれぞれ、ＤＣＩ（Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｉｎｆ
ｏｒｍａｔｉｏｎ）／ＣＦＩ（Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｆｏｒｍａｔ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）／
下りリンクＡＣＫ／ＮＡＣＫ（ＡＣＫｎｏｗｌｅｇｅｍｅｎｔ／Ｎｅｇａｔｉｖｅ　ＡＣ
Ｋ）／下りリンクデータを運ぶ時間－周波数リソースの集合或いはリソース要素の集合を
意味する。また、ＰＵＣＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｕｐｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　ＣＨ
ａｎｎｅｌ）／ＰＵＳＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｕｐｌｉｎｋ　Ｓｈａｒｅｄ　ＣＨａｎ
ｎｅｌ）／ＰＲＡＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　ＣＨａｎｎｅ
ｌ）はそれぞれ、ＵＣＩ（Ｕｐｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）／
上りリンクデータ／ランダムアクセス信号を運ぶ時間－周波数リソースの集合或いはリソ
ース要素の集合を意味する。本発明では、特に、ＰＤＣＣＨ／ＰＣＦＩＣＨ／ＰＨＩＣＨ
／ＰＤＳＣＨ／ＰＵＣＣＨ／ＰＵＳＣＨ／ＰＲＡＣＨに割り当てられたり、又はそれに属
した時間－周波数リソース或いはリソース要素（Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｅｌｅｍｅｎｔ、Ｒ
Ｅ）をそれぞれ、ＰＤＣＣＨ／ＰＣＦＩＣＨ／ＰＨＩＣＨ／ＰＤＳＣＨ／ＰＵＣＣＨ／Ｐ
ＵＳＣＨ／ＰＲＡＣＨ　ＲＥ又はＰＤＣＣＨ／ＰＣＦＩＣＨ／ＰＨＩＣＨ／ＰＤＳＣＨ／
ＰＵＣＣＨ／ＰＵＳＣＨ／ＰＲＡＣＨリソースと呼ぶ。以下でユーザ機器がＰＵＣＣＨ／
ＰＵＳＣＨ／ＰＲＡＣＨを送信するという表現は、それぞれ、ＰＵＳＣＨ／ＰＵＣＣＨ／
ＰＲＡＣＨ上で或いは介して上りリンク制御情報／上りリンクデータ／ランダムアクセス
信号を送信するという表現と同じ意味で使われる。また、ｅＮＢがＰＤＣＣＨ／ＰＣＦＩ
ＣＨ／ＰＨＩＣＨ／ＰＤＳＣＨを送信するという表現は、それぞれ、ＰＤＣＣＨ／ＰＣＦ
ＩＣＨ／ＰＨＩＣＨ／ＰＤＳＣＨ上で或いは介して下りリンクデータ／制御情報を送信す
るという表現と同じ意味で使われる。
【００４０】
　図１は、無線通信システムで用いられる無線フレーム構造の一例を示す図である。特に
、図１（ａ）は、３ＧＰＰ　ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａシステムで用いられる周波数分割デュプ
レックス（ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ｄｉｖｉｓｉｏｎ　ｄｕｐｌｅｘ、ＦＤＤ）用フレーム
構造を示しており、図１（ｂ）は、３ＧＰＰ　ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａシステムで用いられる
時分割デュプレックス（ｔｉｍｅ　ｄｉｖｉｓｉｏｎ　ｄｕｐｌｅｘ、ＴＤＤ）用フレー
ム構造を示している。
【００４１】
　図１を参照すると、３ＧＰＰ　ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａシステムで用いられる無線フレーム
は、１０ｍｓ（３０７２００Ｔｓ）の長さを有し、１０個の均等なサイズのサブフレーム
（ｓｕｂｆｒａｍｅ、ＳＦ）で構成される。１無線フレームにおける１０個のサブフレー
ムにはそれぞれ番号を与えることができる。ここで、Ｔｓは、サンプリング時間を表し、
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Ｔｓ＝１／（２０４８＊１５ｋＨｚ）で表示される。それぞれのサブフレームは、１ｍｓ
の長さを有し、２個のスロットで構成される。１無線フレームにおいて２０個のスロット
には０から１９までの番号を順次に与えることができる。それぞれのスロットは０．５ｍ
ｓの長さを有する。１サブフレームを送信するための時間は、送信時間間隔（ｔｒａｎｓ
ｍｉｓｓｉｏｎ　ｔｉｍｅ　ｉｎｔｅｒｖａｌ、ＴＴＩ）と定義される。時間リソースは
、無線フレーム番号（或いは、無線フレームインデックスともいう）、サブフレーム番号
（或いは、サブフレームインデックスともいう）、スロット番号（或いは、スロットイン
デックスともいう）などによって区別することができる。
【００４２】
　無線フレームは、デュプレックス（ｄｕｐｌｅｘ）技法によって別々に設定（ｃｏｎｆ
ｉｇｕｒｅ）することができる。例えば、ＦＤＤにおいて、下りリンク送信及び上りリン
ク送信は周波数によって区別されるため、無線フレームは特定周波数帯域に対して下りリ
ンクサブフレーム又は上りリンクサブフレームのいずれか１つのみを含む。ＴＤＤでは下
りリンク送信及び上りリンク送信が時間によって区別されるため、特定周波数帯域に対し
て無線フレームは下りリンクサブフレームも上りリンクサブフレームも含む。
【００４３】
　表１は、ＴＤＤで、無線フレームにおけるサブフレームのＤＬ－ＵＬ構成（ｃｏｎｆｉ
ｇｕｒａｔｉｏｎ）を例示するものである。
【００４４】
【表１】

【００４５】
　表１で、Ｄは下りリンクサブフレームを、Ｕは上りリンクサブフレームを、Ｓは特異（
ｓｐｅｃｉａｌ）サブフレームを表す。特異サブフレームは、ＤｗＰＴＳ（Ｄｏｗｎｌｉ
ｎｋ　Ｐｉｌｏｔ　ＴｉｍｅＳｌｏｔ）、ＧＰ（Ｇｕａｒｄ　Ｐｅｒｉｏｄ）、ＵｐＰＴ
Ｓ（Ｕｐｌｉｎｋ　Ｐｉｌｏｔ　ＴｉｍｅＳｌｏｔ）の３つのフィールドを含む。ＤｗＰ
ＴＳは、下りリンク送信のために留保される時間区間であり、ＵｐＰＴＳは上りリンク送
信のために留保される時間区間である。表２は、特異サブフレーム構成を例示するもので
ある。
【００４６】
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【表２】

【００４７】
　図２は、無線通信システムにおいて下りリンク／上りリンク（ＤＬ／ＵＬ）スロット構
造の一例を示す図である。特に、図２は、３ＧＰＰ　ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａシステムのリソ
ース格子（ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｇｒｉｄ）の構造を示す。アンテナポート当たりに１個の
リソース格子がある。
【００４８】
　図２を参照すると、スロットは、時間ドメイン（ｔｉｍｅ　ｄｏｍａｉｎ）で複数のＯ
ＦＤＭ（Ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐ
ｌｅｘｉｎｇ）シンボルを含み、周波数ドメイン（ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ｄｏｍａｉｎ）
で複数のリソースブロック（ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｂｌｏｃｋ、ＲＢ）を含む。ＯＦＤＭシ
ンボルは、１シンボル区間を意味することもある。図２を参照すると、各スロットで送信
される信号は、
【００４９】

【数１】

【００５０】
の副搬送波（ｓｕｂｃａｒｒｉｅｒ）と
【００５１】

【数２】

【００５２】
のＯＦＤＭシンボルとで構成されるリソース格子（ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｇｒｉｄ）と表現
することができる。ここで、
【００５３】

【数３】

【００５４】
は、下りリンクスロットにおけるリソースブロック（ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｂｌｏｃｋ、Ｒ
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【００５５】
【数４】

【００５６】
は、ＵＬスロットにおけるＲＢの個数を表す。
【００５７】

【数５】

【００５８】
は、ＤＬ送信帯域幅とＵＬ送信帯域幅にそれぞれ依存する。
【００５９】

【数６】

【００６０】
は、下りリンクスロットにおけるＯＦＤＭシンボルの個数を表し、
【００６１】

【数７】

【００６２】
は、ＵＬスロットにおけるＯＦＤＭシンボルの個数を表す。
【００６３】

【数８】

【００６４】
は、１つのＲＢを構成する副搬送波の個数を表す。
【００６５】
　ＯＦＤＭシンボルは、多元接続方式によって、ＯＦＤＭシンボル、ＳＣ－ＦＤＭ（Ｓｉ
ｎｇｌｅ　Ｃａｒｒｉｅｒ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ
ｘｉｎｇ）シンボルなどと呼ぶことができる。１つのスロットに含まれるＯＦＤＭシンボ
ルの数は、チャネル帯域幅、ＣＰ長によって様々に変更可能である。例えば、正規（ｎｏ
ｒｍａｌ）ＣＰの場合は、１つのスロットが７個のＯＦＤＭシンボルを含むが、拡張（ｅ
ｘｔｅｎｄｅｄ）ＣＰの場合は、１つのスロットが６個のＯＦＤＭシンボルを含む。図２
では、説明の便宜のために、１つのスロットが７　ＯＦＤＭシンボルで構成されるサブフ
レームを例示するが、本発明の実施例は、その他の個数のＯＦＤＭシンボルを有するサブ
フレームにも同様の方式で適用されてもよい。図２を参照すると、各ＯＦＤＭシンボルは
、周波数ドメインで、
【００６６】
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【００６７】
の副搬送波を含む。副搬送波の類型は、データ送信のためのデータ副搬送波、参照信号（
ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　ｓｉｇｎａｌ）の送信のための参照信号副搬送波、ガードバンド（
ｇｕａｒｄ　ｂａｎｄ）及びＤＣ（Ｄｉｒｅｃｔ　Ｃｕｒｒｅｎｔ）成分のためのヌル（
ｎｕｌｌ）副搬送波に分類することができる。　ＤＣ成分のためのヌル副搬送波は、未使
用のまま残される副搬送波であり、ＯＦＤＭ信号生成過程或いは周波数アップ変換過程で
搬送波周波数（ｃａｒｒｉｅｒ　ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ、ｆ０）にマップされる。搬送波周
波数は中心周波数（ｃｅｎｔｅｒ　ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ、ｆｃ）と呼ばれることもある。
【００６８】
　１　ＲＢは、時間ドメインで
【００６９】

【数１０】

【００７０】
（例えば、７個）の連続するＯＦＤＭシンボルと定義され、周波数ドメインで
【００７１】

【数１１】

【００７２】
（例えば、１２個）の連続する副搬送波と定義される。参考として、１つのＯＦＤＭシン
ボルと１つの副搬送波で構成されたリソースをリソース要素（ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｅｌｅ
ｍｅｎｔ、ＲＥ）或いはトーン（ｔｏｎｅ）という。したがって、１つのＲＢは、
【００７３】

【数１２】

【００７４】
のリソース要素で構成される。リソース格子における各リソース要素は、１つのスロット
におけるインデックス対（ｋ，１）によって固有に定義できる。ｋは、周波数ドメインで
０から
【００７５】

【数１３】

【００７６】
まで与えられるインデックスであり、ｌは、時間ドメインで０から
【００７７】
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【数１４】

【００７８】
まで与えられるインデックスである。
【００７９】
　１サブフレームにおいて
【００８０】

【数１５】

【００８１】
の連続した同一副搬送波を占有しながら、当該サブフレームにおける２個のスロットのそ
れぞれに１個ずつ位置する２個のＲＢを物理リソースブロック（ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｒｅ
ｓｏｕｒｃｅ　ｂｌｏｃｋ、ＰＲＢ）対（ｐａｉｒ）という。ＰＲＢ対を構成する２個の
ＲＢは、同一のＰＲＢ番号（或いは、、ＰＲＢインデックスともいう）を有する。ＶＲＢ
は、リソース割当のために導入された一種の論理的リソース割当単位である。ＶＲＢはＰ
ＲＢと同じサイズを有する。ＶＲＢをＰＲＢにマップする方式によって、ＶＲＢは、局部
（ｌｏｃａｌｉｚｅｄ）タイプのＶＲＢと分散（ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ）タイプのＶＲ
Ｂとに区別される。局部タイプのＶＲＢはＰＲＢに直接マップされて、ＶＲＢ番号（ＶＲ
Ｂインデックスともいう）がＰＲＢ番号に直接対応する。すなわち、ｎＰＲＢ＝ｎＶＲＢ

となる。局部タイプのＶＲＢには０からＮＤＬ
ＶＲＢ－１順に番号が与えられ、ＮＤＬ

Ｖ

ＲＢ＝ＮＤＬ
ＲＢである。したがって、局部マップ方式によれば、同一のＶＲＢ番号を有

するＶＲＢが第１のスロットと第２のスロットにおいて、同一ＰＲＢ番号のＰＲＢにマッ
プされる。一方、分散タイプのＶＲＢはインターリービングを経てＰＲＢにマップされる
。そのため、同一のＶＲＢ番号を有する分散タイプのＶＲＢは、第１のスロットと第２の
スロットにおいて互いに異なる番号のＰＲＢにマップされることがある。サブフレームの
２つのスロットに１個ずつ位置し、同一のＶＲＢ番号を有する２個のＰＲＢをＶＲＢ対と
称する。
【００８２】
　図３は、３ＧＰＰ　ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａシステムで用いられる下りリンク（ｄｏｗｎｌ
ｉｎｋ、ＤＬ）サブフレーム構造を例示する図である。
【００８３】
　図３を参照すると、ＤＬサブフレームは、時間ドメインで制御領域（ｃｏｎｔｒｏｌ　
ｒｅｇｉｏｎ）とデータ領域（ｄａｔａ　ｒｅｇｉｏｎ）とに区別される。図３を参照す
ると、サブフレームの第１のスロットで先頭部における最大３（或いは４）個のＯＦＤＭ
シンボルは、制御チャネルが割り当てられる制御領域に対応する。以下、ＤＬサブフレー
ムでＰＤＣＣＨ送信に利用可能なリソース領域（ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｒｅｇｉｏｎ）をＰ
ＤＣＣＨ領域と称する。制御領域に用いられるＯＦＤＭシンボル以外のＯＦＤＭシンボル
は、ＰＤＳＣＨが割り当てられるデータ領域に該当する。以下、ＤＬサブフレームでＰＤ
ＳＣＨ送信に利用可能なリソース領域をＰＤＳＣＨ領域と称する。３ＧＰＰ　ＬＴＥで用
いられるＤＬ制御チャネルの例としては、ＰＣＦＩＣＨ、ＰＤＣＣＨ、ＰＨＩＣＨなどを
含む。ＰＣＦＩＣＨは、サブフレームの最初のＯＦＤＭシンボルで送信され、サブフレー
ムにおいて制御チャネルの送信に用いられるＯＦＤＭシンボルの個数に関する情報を運ぶ
。ＰＨＩＣＨは、ＵＬ送信に対する応答としてＨＡＲＱ（Ｈｙｂｒｉｄ　Ａｕｔｏｍａｔ
ｉｃ　Ｒｅｐｅａｔ　Ｒｅｑｕｅｓｔ）ＡＣＫ／ＮＡＣＫ（ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｍｅｎ
ｔ／ｎｅｇａｔｉｖｅ－ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｍｅｎｔ）信号を運ぶ。
【００８４】
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　ＰＤＣＣＨを介して送信される制御情報を上りリンク制御情報（ＤＣＩ）と呼ぶ。ＤＣ
Ｉは、ＵＥ又はＵＥグループのためのリソース割当情報及び他の制御情報を含む。例えば
、ＤＣＩは、ＤＬ共有チャネル（ｄｏｗｎｌｉｎｋ　ｓｈａｒｅｄ　ｃｈａｎｎｅｌ、Ｄ
Ｌ－ＳＣＨ）の送信フォーマット及びリソース割当情報、ＵＬ共有チャネル（ｕｐｌｉｎ
ｋ　ｓｈａｒｅｄ　ｃｈａｎｎｅｌ、ＵＬ－ＳＣＨ）の送信フォーマット及びリソース割
当情報、ページングチャネル（ｐａｇｉｎｇ　ｃｈａｎｎｅｌ、ＰＣＨ）上のページング
情報、ＤＬ－ＳＣＨ上のシステム情報、ＰＤＳＣＨ上で送信されるランダムアクセス応答
のような上位層（ｕｐｐｅｒ　ｌａｙｅｒ）制御メッセージのリソース割当情報、ＵＥグ
ループ内の個別ＵＥへの送信電力制御命令（Ｔｒａｎｓｍｉｔ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｏｍ
ｍａｎｄ　Ｓｅｔ）、送信電力制御（Ｔｒａｎｓｍｉｔ　Ｐｏｗｅｒ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）
命令、ＶｏＩＰ（Ｖｏｉｃｅ　ｏｖｅｒ　ＩＰ）の活性化（ａｃｔｉｖａｔｉｏｎ）指示
情報、ＤＡＩ（Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ａｓｓｉｇｎｍｅｎｔ　Ｉｎｄｅｘ）などを含む。Ｄ
Ｌ共有チャネル（ｄｏｗｎｌｉｎｋ　ｓｈａｒｅｄｃｈａｎｎｅｌ、ＤＬ－ＳＣＨ）の送
信フォーマット（Ｔｒａｎｓｍｉｔ　Ｆｏｒｍａｔ）及びリソース割当情報は、ＤＬスケ
ジューリング情報或いはＤＬグラント（ＤＬ　ｇｒａｎｔ）とも呼ばれ、ＵＬ共有チャネ
ル（ｕｐｌｉｎｋ　ｓｈａｒｅｄ　ｃｈａｎｎｅｌ、ＵＬ－ＳＣＨ）の送信フォーマット
及びリソース割当情報は、ＵＬスケジューリング情報或いはＵＬグラント（ＵＬ　ｇｒａ
ｎｔ）とも呼ばれる。１つのＰＤＣＣＨが運ぶＤＣＩは、ＤＣＩフォーマットによってそ
のサイズと用途が異なり、符号化率によってそのサイズが異なり得る。現在３ＧＰＰ　Ｌ
ＴＥシステムでは、上りリンク用にフォーマット０及び４、下りリンク用にフォーマット
１、１Ａ、１Ｂ、１Ｃ、１Ｄ、２、２Ａ、２Ｂ、２Ｃ、３、３Ａなどの様々なフォーマッ
トが定義されている。ＤＣＩフォーマットのそれぞれの用途に応じて、ホッピングフラグ
、ＲＢ割当（ＲＢ　ａｌｌｏｃａｔｉｏｎ）、ＭＣＳ（ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ　ｃｏｄｉ
ｎｇｓｃｈｅｍｅ）、ＲＶ（ｒｅｄｕｎｄａｎｃｙ　ｖｅｒｓｉｏｎ）、ＮＤＩ（ｎｅｗ
　ｄａｔａ　ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）、ＴＰＣ（ｔｒａｎｓｍｉｔ　ｐｏｗｅｒ　ｃｏｎｔ
ｒｏｌ）、循環遷移ＤＭＲＳ（ｃｙｃｌｉｃ　ｓｈｉｆｔ　ｄｅｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ　
ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　ｓｉｇｎａｌ）、ＵＬインデックス、ＣＱＩ（ｃｈａｎｎｅｌ　ｑ
ｕａｌｉｔｙ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）要請、ＤＬ割当インデックス（ＤＬ　ａｓｓｉ
ｇｎｍｅｎｔ　ｉｎｄｅｘ）、ＨＡＲＱプロセスナンバー、ＴＰＭＩ（ｔｒａｎｓｍｉｔ
ｔｅｄ　ｐｒｅｃｏｄｉｎｇ　ｍａｔｒｉｘ　ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）、ＰＭＩ（ｐｒｅｃ
ｏｄｉｎｇ　ｍａｔｒｉｘ　ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）情報などの制御情報が適宜選択された
組合せが下りリンク制御情報としてＵＥに送信される。
【００８５】
　一般に、ＵＥに構成された送信モード（ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　ｍｏｄｅ、ＴＭ）
によって当該ＵＥに送信可能なＤＣＩフォーマットが異なる。換言すれば、特定送信モー
ドに構成されたＵＥのためには、いかなるＤＣＩフォーマットを用いてもよいわけではな
く、特定送信モードに対応する一定ＤＣＩフォーマットのみを用いることができる。
【００８６】
　ＰＤＣＣＨは、１つ又は複数の連続した制御チャネル要素（ｃｏｎｔｒｏｌ　ｃｈａｎ
ｎｅｌ　ｅｌｅｍｅｎｔ、ＣＣＥ）の集成（ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎ）上で送信される。
ＣＣＥは、ＰＤＣＣＨに無線チャネル状態に基づく符号化率（ｃｏｄｉｎｇ　ｒａｔｅ）
を提供するために用いられる論理的割当ユニット（ｕｎｉｔ）である。ＣＣＥは、複数の
リソース要素グループ（ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｅｌｅｍｅｎｔ　ｇｒｏｕｐ、ＲＥＧ）に対
応する。例えば、１　ＣＣＥは９個のＲＥＧに対応し、１　ＲＥＧは４個のＲＥに対応す
る。３ＧＰＰ　ＬＴＥシステムの場合、それぞれのＵＥのためにＰＤＣＣＨが位置しても
よいＣＣＥセットを定義した。ＵＥが自身のＰＤＣＣＨを発見し得るＣＣＥセットを、Ｐ
ＤＣＣＨ探索空間、簡単に探索空間（Ｓｅａｒｃｈ　Ｓｐａｃｅ、ＳＳ）と呼ぶ。探索空
間内でＰＤＣＣＨが送信されてもよい個別リソースをＰＤＣＣＨ候補（ｃａｎｄｉｄａｔ
ｅ）と呼ぶ。ＵＥがモニタリング（ｍｏｎｉｔｏｒｉｎｇ）するＰＤＣＣＨ候補の集合を
探索空間と定義する。３ＧＰＰ　ＬＴＥ／ＬＴＥ－ＡシステムでそれぞれのＤＣＩフォー
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マットのための探索空間は異なるサイズを有してもよく、専用（ｄｅｄｉｃａｔｅｄ）探
索空間と共通（ｃｏｍｍｏｎ）探索空間とが定義されている。専用探索空間は、ＵＥ－特
定（ｓｐｅｃｉｆｉｃ）探索空間であり、それぞれの個別ＵＥのために構成（ｃｏｎｆｉ
ｇｕｒａｔｉｏｎ）される。共通探索空間は、複数のＵＥのために構成される。次表は、
探索空間を定義する集成レベルを例示するものである。
【００８７】
【表３】

【００８８】
　１つのＰＤＣＣＨ候補は、ＣＣＥ集成レベル（ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎ　ｌｅｖｅｌ）
によって１、２、４又は８個のＣＣＥに対応する。ｅＮＢは、探索空間内の任意のＰＤＣ
ＣＨ候補上で実際ＰＤＣＣＨ（ＤＣＩ）を送信し、ＵＥは、ＰＤＣＣＨ（ＤＣＩ）を探す
ために探索空間をモニタリングする。ここで、モニタリングとは、全てのモニタリングさ
れるＤＣＩフォーマットによって当該探索空間内の各ＰＤＣＣＨの復号（ｄｅｃｏｄｉｎ
ｇ）を試みる（ａｔｔｅｍｐｔ）ことを意味する。ＵＥは、上記複数のＰＤＣＣＨをモニ
タリングし、自身のＰＤＣＣＨを検出することができる。基本的に、ＵＥは、自身のＰＤ
ＣＣＨが送信される位置を知らないことから、毎サブフレームごとに当該ＤＣＩフォーマ
ットの全てのＰＤＣＣＨに対して、自身の識別子を有するＰＤＣＣＨを検出するまで復号
を試みるが、このような過程をブラインド検出（ｂｌｉｎｄ　ｄｅｔｅｃｔｉｏｎ）（ブ
ラインド復号（ｂｌｉｎｄ　ｄｅｃｏｄｉｎｇ、ＢＤ））という。
【００８９】
　ｅＮＢは、データ領域を通してＵＥ或いはＵＥグループのためのデータを送信すること
ができる。データ領域を通して送信されるデータをユーザデータと呼ぶこともできる。ユ
ーザデータの送信のために、データ領域にはＰＤＳＣＨを割り当てることができる。ＰＣ
Ｈ（Ｐａｇｉｎｇ　ｃｈａｎｎｅｌ）及びＤＬ－ＳＣＨ（Ｄｏｗｎｌｉｎｋ－ｓｈａｒｅ
ｄ　ｃｈａｎｎｅｌ）は、ＰＤＳＣＨを介して送信される。ＵＥは、ＰＤＣＣＨを介して
送信される制御情報を復号し、ＰＤＳＣＨを介して送信されるデータを読むことができる
。ＰＤＳＣＨのデータがどのＵＥ或いはＵＥグループに送信されるか、上記ＵＥ或いはＵ
ＥグループがどのようにＰＤＳＣＨデータを受信して復号すればよいかなどを示す情報が
ＰＤＣＣＨに含まれて送信される。例えば、特定ＰＤＣＣＨが”Ａ”というＲＮＴＩ（Ｒ
ａｄｉｏ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｔｅｍｐｏｒａｒｙ　Ｉｄｅｎｔｉｔｙ）でＣＲＣ（ｃｙｃ
ｌｉｃ　ｒｅｄｕｎｄａｎｃｙ　ｃｈｅｃｋ）マスキング（ｍａｓｋｉｎｇ）されており
、”Ｂ”という無線リソース（例、周波数位置）及び”Ｃ”という送信形式情報（例、送
信ブロックサイズ、変調方式、コーディング情報など）を用いて送信されるデータに関す
る情報が特定ＤＬサブフレームで送信されると仮定する。ＵＥは、自身の所有しているＲ
ＮＴＩ情報を用いてＰＤＣＣＨをモニタリングし、”Ａ”というＲＮＴＩを有しているＵ
ＥはＰＤＣＣＨを検出し、受信したＰＤＣＣＨの情報によって”Ｂ”と”Ｃ”で示される
ＰＤＳＣＨを受信する。
【００９０】
　ＵＥがｅＮＢから受信した信号を復調するには、データ信号と比較する参照信号（ｒｅ
ｆｅｒｅｎｃｅ　ｓｉｇｎａｌ、ＲＳ）が必要である。参照信号とは、ｅＮＢがＵＥに或
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いはＵＥがｅＮＢに送信する、ｅＮＢとＵＥが互いに知っている、予め定義された特別な
波形の信号を意味し、パイロット（ｐｉｌｏｔ）とも呼ばれる。参照信号は、セル内の全
ＵＥに共用されるセル－特定（ｃｅｌｌ－ｓｐｅｃｉｆｉｃ）ＲＳと特定ＵＥに専用され
る復調（ｄｅｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ）ＲＳ（ＤＭ　ＲＳ）とに区別される。ｅＮＢが特定
ＵＥのための下りリンクデータの復調のために送信するＤＭ　ＲＳをＵＥ－特定的（ＵＥ
－ｓｐｅｃｉｆｉｃ）ＲＳと特別に称することもできる。下りリンクでＤＭ　ＲＳとＣＲ
Ｓは共に送信されてもよいが、いずれか一方のみが送信されてもよい。ただし、下りリン
クでＣＲＳ無しにＭ　ＲＳのみを送信される場合、データと同じプリコーダを適用して送
信されるＤＭ　ＲＳは復調の目的にのみ用いることができるため、チャネル測定用ＲＳを
別途に提供しなければならない。例えば、３ＧＰＰ　ＬＴＥ（－Ａ）では、ＵＥがチャネ
ル状態情報を測定できるようにするために、追加の測定用ＲＳであるＣＳＩ－ＲＳが当該
ＵＥに送信される。ＣＳＩ－ＲＳは、チャネル状態について相対的に時間による変化度が
大きくないという事実に着目し、毎サブフレームごとに送信されるＣＲＳとは違い、複数
のサブフレームで構成される所定の送信周期ごとに送信される。
【００９１】
　図４は、３ＧＰＰ　ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａシステムで用いられる上りリンク（ＵＬ）サブ
フレーム構造の一例を示す図である。
【００９２】
　図４を参照すると、ＵＬサブフレームは、周波数ドメインで制御領域とデータ領域とに
区別できる。１つ又は複数のＰＵＣＣＨを上りリンク制御情報（ＵＣＩ）を運ぶために制
御領域に割り当てることができる。１つ又は複数のＰＵＳＣＨをユーザデータを運ぶため
にＵＬサブフレームのデータ領域に割り当てることができる。
【００９３】
　ＵＬサブフレームではＤＣ（Ｄｉｒｅｃｔ　Ｃｕｒｒｅｎｔ）副搬送波から遠く離れた
副搬送波が制御領域として用いられる。換言すれば、ＵＬ送信帯域幅の両端部に位置する
副搬送波が上りリンク制御情報の送信に割り当てられる。ＤＣ副搬送波は、信号送信に用
いられずに残される成分であり、周波数上り変換過程で搬送波周波数ｆ０にマップされる
。１つのＵＥのＰＵＣＣＨは１つのサブフレームで、１つの搬送波周波数で動作するリソ
ースに属したＲＢ対に割り当てられ、このＲＢ対に属したＲＢは、２つのスロットでそれ
ぞれ異なる副搬送波を占有する。このように割り当てられるＰＵＣＣＨを、ＰＵＣＣＨに
割り当てられたＲＢ対がスロット境界で周波数ホッピングすると表現する。ただし、周波
数ホッピングが適用されない場合には、ＲＢ対が同一の副搬送波を占有する。
【００９４】
　ＰＵＣＣＨは、次の制御情報を送信するために用いることができる。
【００９５】
　－　ＳＲ（Ｓｃｈｅｄｕｌｉｎｇ　Ｒｅｑｕｅｓｔ）：上りリンクＵＬ－ＳＣＨリソー
スを要請するために用いられる情報である。ＯＯＫ（Ｏｎ－Ｏｆｆ　Ｋｅｙｉｎｇ）方式
を用いて送信される。
【００９６】
　－　ＨＡＲＱ－ＡＣＫ：ＰＤＣＣＨに対する応答及び／又はＰＤＳＣＨ上の下りリンク
データパケット（例、コードワード）に対する応答である。ＰＤＣＣＨ或いはＰＤＳＣＨ
が成功的に受信されたか否かを示す。単一下りリンクコードワードに対する応答としてＨ
ＡＲＱ－ＡＣＫ　１ビットが送信され、２つの下りリンクコードワードに対する応答とし
てＨＡＲＱ－ＡＣＫ　２ビットが送信される。ＨＡＲＱ－ＡＣＫ応答は、ポジティブＡＣ
Ｋ（簡単に、ＡＣＫ）、ネガティブＡＣＫ（以下、ＮＡＣＫ）、ＤＴＸ（Ｄｉｓｃｏｎｔ
ｉｎｕｏｕｓ　Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ）又はＮＡＣＫ／ＤＴＸを含む。ここで、ＨＡ
ＲＱ－ＡＣＫという用語は、ＨＡＲＱ　ＡＣＫ／ＮＡＣＫ、ＡＣＫ／ＮＡＣＫと同じ意味
で使われる。
【００９７】
　－ＣＳＩ（Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｓｔａｔｅ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）：下りリンクチャ
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ネルに対するフィードバック情報（ｆｅｅｄｂａｃｋ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）である
。ＭＩＭＯ（Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ｉｎｐｕｔ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ｏｕｔｐｕｔ）－関連
フィードバック情報は、ＲＩ（Ｒａｎｋ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）及びＰＭＩ（Ｐｒｅｃｏ
ｄｉｎｇ　Ｍａｔｒｉｘ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）を含む。
【００９８】
　ＵＥがサブフレームで送信可能な上りリンク制御情報（ＵＣＩ）の量は、制御情報送信
に可用なＳＣ－ＦＤＭＡの個数に依存する。ＵＣＩに可用なＳＣ－ＦＤＭＡは、サブフレ
ームにおいて参照信号の送信のためのＳＣ－ＦＤＭＡシンボルを除く残りのＳＣ－ＦＤＭ
Ａシンボルを意味し、ＳＲＳ（Ｓｏｕｎｄｉｎｇ　Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ）
が構成されているサブフレームでは、サブフレームの最後のＳＣ－ＦＤＭＡシンボルも除
く。参照信号は、ＰＵＣＣＨのコヒーレント（ｃｏｈｅｒｅｎｔ）検出に用いられる。Ｐ
ＵＣＣＨは、送信される情報によって様々なフォーマットを支援する。下記の表４に、Ｌ
ＴＥ／ＬＴＥ－ＡシステムでＰＵＣＣＨフォーマットとＵＣＩとのマッピング関係を示す
。
【００９９】
【表４】

【０１００】
表４を参照すると、主に、ＰＵＣＣＨフォーマット１系列はＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報を送信
するために用いられ、ＰＵＣＣＨフォーマット２系列はＣＱＩ／ＰＭＩ／ＲＩなどのチャ
ネル状態情報（ＣＳＩ）を運ぶために用いられ、ＰＵＣＣＨフォーマット３系列はＡＣＫ
／ＮＡＣＫ情報を送信するために用いられる。
【０１０１】
　（ＣｏＭＰ（Ｃｏｏｒｄｉｎａｔｅｄ　Ｍｕｌｔｉ－Ｐｏｉｎｔ　ｔｒａｎｓｍｉｓｓ
ｉｏｎ　ａｎｄ　ｒｅｃｅｐｔｉｏｎ）一般）
　３ＧＰＰ　ＬＴＥ－Ａシステムの改善されたシステム性能の要求条件に応じて、ＣｏＭ
Ｐ送受信技術（ｃｏ－ＭＩＭＯ、共同（ｃｏｌｌａｂｏｒａｔｉｖｅ）ＭＩＭＯ、又はネ
ットワークＭＩＭＯなどと表現することもできる）が提案されている。ＣｏＭＰ技術は、
セル－境界（ｃｅｌｌ－ｅｄｇｅ）に位置しているＵＥの性能を増大させ、平均セクター
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収率（ｔｈｒｏｕｇｈｐｕｔ）を増加させることができる。
【０１０２】
　一般に、周波数再使用因子（ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ｒｅｕｓｅ　ｆａｃｔｏｒ）が１で
ある多重－セル環境で、セル－間干渉（Ｉｎｔｅｒ－Ｃｅｌｌ　Ｉｎｔｅｒｆｅｒｅｎｃ
ｅ；ＩＣＩ）によって、セル－境界に位置しているＵＥの性能と平均セクター収率が減少
することがある。このようなＩＣＩを低減するために、既存のＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａシステ
ムではＵＥ特定電力制御を用いた部分周波数再使用（ｆｒａｃｔｉｏｎａｌ　ｆｒｅｑｕ
ｅｎｃｙ　ｒｅｕｓｅ；ＦＦＲ）のような単純な受動的技法を用いて、干渉によって制限
を受けた環境でセル－境界に位置しているＵＥが適切な収率性能を持つようにする方法が
適用された。しかし、セル当たりの周波数リソースの使用を減らすよりは、ＩＣＩを低減
したり、ＩＣＩをＵＥの所望する信号として再使用することが望ましいといえる。上記の
ような目的を達成するために、ＣｏＭＰ送信技法を適用することができる。
【０１０３】
　下りリンクの場合に適用可能なＣｏＭＰ技法は、大きく、ジョイント－プロセシング（
ｊｏｉｎｔ　ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ；ＪＰ）技法と調整スケジューリング／ビームフォー
ミング（ｃｏｏｒｄｉｎａｔｅｄ　ｓｃｈｅｄｕｌｉｎｇ／ｂｅａｍｆｏｒｍｉｎｇ；Ｃ
Ｓ／ＣＢ）技法とに分類することができる。
【０１０４】
　ＪＰ技法は、ＣｏＭＰ協調単位におけるそれぞれのポイント（基地局）でデータを用い
ることができる。ＣｏＭＰ協調単位は、協調送信技法に用いられる基地局の集合を意味し
、ＣｏＭＰ集合と呼ぶこともできる。ＪＰ技法は、ジョイント送信（Ｊｏｉｎｔ　Ｔｒａ
ｎｓｍｉｓｓｉｏｎ）技法と動的セル選択（Ｄｙｎａｍｉｃ　ｃｅｌｌ　ｓｅｌｅｃｔｉ
ｏｎ）技法とに分類することができる。
【０１０５】
　ジョイント送信技法は、ＰＤＳＣＨが一度に複数個のポイント（ＣｏＭＰ協調単位の一
部又は全部）から送信される技法を意味する。すなわち、単一のＵＥに送信されるデータ
を複数個の送信ポイントから同時に送信することができる。ジョイント送信技法によれば
、コヒーレントに（ｃｏｈｅｒｅｎｔｌｙ）又はノン－コヒーレントに（ｎｏｎ－ｃｏｈ
ｅｒｅｎｔｌｙ）受信信号の品質を向上させることができ、また、他のＵＥに対する干渉
を能動的に消去することもできる。
【０１０６】
　動的セル選択技法は、ＰＤＳＣＨが一度に（ＣｏＭＰ協調単位における）一つのポイン
トから送信される技法を意味する。すなわち、特定時点で単一のＵＥに送信されるデータ
を一つのポイントから送信し、その時点に協調単位における他のポイントは当該ＵＥに対
してデータ送信をしない。このとき、当該ＵＥにデータを送信するポイントは動的に選択
することができる。
【０１０７】
　一方、ＣＳ／ＣＢ技法によれば、複数のＣｏＭＰ協調単位が単一のＵＥに対するデータ
送信のビームフォーミングを協調的に行うことができる。ここで、データはサービングセ
ルでのみ送信するが、ユーザスケジューリング／ビームフォーミングは、該当のＣｏＭＰ
協調単位におけるセルの調整によって決定することができる。
【０１０８】
　一方、上りリンクの場合に、協調又は調整（ｃｏｏｒｄｉｎａｔｅｄ）多重－ポイント
受信は、地理的に離れている複数個のポイントの調整によって送信された信号を受信する
ことを意味する。上りリンクの場合に適用可能なＣｏＭＰ技法は、ジョイント受信（Ｊｏ
ｉｎｔ　Ｒｅｃｅｐｔｉｏｎ；ＪＲ）及び調整スケジューリング／ビームフォーミング（
ｃｏｏｒｄｉｎａｔｅｄ　ｓｃｈｅｄｕｌｉｎｇ／ｂｅａｍｆｏｒｍｉｎｇ；ＣＳ／ＣＢ
）に分類することができる。
【０１０９】
　ＪＲ技法は、ＰＵＳＣＨを介して送信された信号が複数個の受信ポイントで受信される
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ことを意味し、ＣＳ／ＣＢ技法は、ＰＵＳＣＨが一つのポイントでのみ受信されるが、ユ
ーザスケジューリング／ビームフォーミングはＣｏＭＰ協調単位におけるセルの調整によ
って決定されることを意味する。
【０１１０】
　なお、ＵＬポイント（すなわち、受信ポイント（ｒｅｃｅｉｖｉｎｇ　ｐｏｉｎｔ；Ｒ
Ｐ））が複数となる場合をＵＬ　ＣｏＭＰと呼び、ＤＬポイント（すなわち、送信ポイン
ト（ｔｒａｎｓｍｉｔｔｉｎｇ　ｐｏｉｎｔ；ＴＰ））が複数となる場合をＤＬ　ＣｏＭ
Ｐと呼ぶこともできる。
【０１１１】
　（Ｅｎｈａｎｃｅｄ－ＰＤＣＣＨ（ＥＰＤＣＣＨ）一般）
　ＬＴＥリリース１１以降のＬＴＥシステムでは、ＣｏＭＰ（Ｃｏｏｒｄｉｎａｔｅ　Ｍ
ｕｌｔｉ　Ｐｏｉｎｔ）、ＭＵ－ＭＩＭＯ（Ｍｕｌｔｉ　Ｕｓｅｒ－Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　
Ｉｎｐｕｔ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ｏｕｔｐｕｔ）などによるＰＤＣＣＨの容量不足、及び
セル間干渉（ｉｎｔｅｒ－ｃｅｌｌ　ｉｎｔｅｒｆｅｒｅｎｃｅ）によるＰＤＣＣＨ性能
減少などに対する解決策として、従来のＰＤＳＣＨ領域を通して送信可能なＥＰＤＣＣＨ
（Ｅｎｈａｎｃｅｄ－ＰＤＣＣＨ）が考慮されている。また、ＥＰＤＣＣＨではプリコー
ディング（ｐｒｅ－ｃｏｄｉｎｇ）利得などを得るために、既存のＣＲＳベースのＰＤＣ
ＣＨと違い、ＤＭＲＳに基づいてチャネル推定を行うことができる。
【０１１２】
　ＥＰＤＣＣＨ送信は、ＥＰＤＣＣＨ送信に用いられるＰＲＢペアの構成によって局部型
（ｌｏｃａｌｉｚｅｄ）ＥＰＤＣＣＨ送信と分散型（ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ）ＥＰＤＣ
ＣＨ送信とに区別することができる。局部型ＥＰＤＣＣＨ送信は、一つのＤＣＩ送信に用
いられるＥＣＣＥが周波数ドメインにおいて隣接している場合を意味し、ビームフォーミ
ング利得を得るために特定プリコーディングを適用することができる。例えば、局部型Ｅ
ＰＤＣＣＨ送信は、集合レベルに該当する個数の連続したＥＣＣＥに基づくことができる
。一方、分散型ＥＰＤＣＣＨ送信は、一つのＥＰＤＣＣＨが周波数ドメインにおいて分離
されたＰＲＢペアで送信されることを意味し、周波数ダイバーシティ側面の利得がある。
例えば、分散型ＥＰＤＣＣＨ送信は、周波数ドメインにおいて分離されたＰＲＢペアのそ
れぞれに含まれた４個のＥＲＥＧからなるＥＣＣＥに基づくことができる。
【０１１３】
　端末は、ＥＰＤＣＣＨを介して制御情報（ＤＣＩ）を受信／取得するために、既存のＬ
ＴＥ／ＬＴＥ－Ａシステムと同様にブラインド復号を行うことができる。より詳しくは、
端末は、設定された送信モードに該当するＤＣＩフォーマットのために、集合レベル別に
ＥＰＤＣＣＨ候補のセットに対して復号を試みる（モニタリングする）ことができる。こ
こで、モニタリングの対象となるＥＰＤＣＣＨ候補のセットをＥＰＤＣＣＨ端末特定探索
空間と呼ぶことができ、この探索空間は、集合レベル別に設定／構成することができる。
また、集合レベルは、前述した既存のＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａシステムとはやや異なり、サブ
フレームタイプ、ＣＰの長さ、ＰＲＢペア内の可用リソース量などによって｛１，２，４
，８，１６，３２｝が可能である。
【０１１４】
　ＥＰＤＣＣＨが設定された（ｃｏｎｆｉｇｕｒｅｄ）端末の場合、ＰＲＢペアセットに
含まれたＲＥをＥＲＥＧにインデクシングし、このＥＲＥＧをさらにＥＣＣＥ単位にイン
デクシングする。このインデクシングされたＥＣＣＥに基づいて、探索空間を構成するＥ
ＰＤＣＣＨ候補を決定し、ブラインド復号を行うことによって、制御情報を受信すること
ができる。ここで、ＥＲＥＧは既存ＬＴＥ／ＬＴＥ－ＡのＲＥＧに、ＥＣＣＥはＣＣＥに
対応する概念であり、一つのＰＲＢペアには１６個のＥＲＥＧを含むことができる。
【０１１５】
　また、各サービングセルに対して、上位層シグナリングは、１つのＵＥがＰＤＣＣＨモ
ニタリングのための１つ又は２つのＥＰＤＣＣＨ　ＰＲＢセットを設定することができる
。
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【０１１６】
　３ＧＰＰ　ＬＴＥ　Ｒｅｌ－１１においてＣｏＭＰ技法の適用対象となるＵＥは、Ｃｏ
ＭＰ測定集合（ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｓｅｔ）として定義されたＣＳＩ－ＲＳ（ｃｈ
ａｎｎｅｌ　ｓｔａｔｅ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　ｓｉｇｎａｌ
）リソースを用いて、暫定的にＣｏＭＰに参加できるＴＰに対するチャネルを推定するこ
とができ、該推定したチャネル値に基づいてＰＭＩ（ｐｒｅｃｏｄｉｎｇ　ｍａｔｒｉｘ
　ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）、ＣＱＩ（ｃｈａｎｎｅｌ　ｑｕａｌｉｔｙ　ｉｎｄｉｃａｔｏ
ｒ）、ＲＩ（ｒａｎｋ　ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）などのＣＳＩを自身のサービングセルにフ
ィードバックする。ネットワークではフィードバックされたＣＳＩ情報に基づいて相対的
にチャネル品質に優れたＴＰを選択し、当該ＵＥにデータ送信を行うようにするＤＰＳ（
ｄｙｎａｍｉｃ　ｐｏｉｎｔ　ｓｅｌｅｃｔｉｏｎ）技法、実際にＣｏＭＰに参加するＴ
Ｐがスケジューリング及びビームフォーミングを制御して相互干渉を減らすＣＳ／ＣＢ（
ｃｏｏｒｄｉｎａｔｅｄ　ｓｃｈｅｄｕｌｉｎｇ／ｃｏｏｒｄｉｎａｔｅｄ　ｂｅａｍｆ
ｏｒｍｉｎｇ）技法、実際にＣｏＭＰに参加するＴＰが同一データをＵＥに送信するＪＴ
（ｊｏｉｎｔ　ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ）技法などを設定することができる。
【０１１７】
　本発明は、干渉除去（ｉｎｔｅｒｆｅｒｅｎｃｅ　ｃａｎｃｅｌｌａｔｉｏｎ；ＩＣ）
能力を有する高性能受信器を具備したＵＥの受信信号性能の向上のためにネットワーク（
又は、ｅＮＢ）が提供する情報及びネットワーク間協調技法に関する。
【０１１８】
　一般に、セルラー（ｃｅｌｌｕｌａｒ）移動通信システムは、都心環境でセル間干渉に
よって干渉－制限されたシステム（ｉｎｔｅｒｆｅｒｅｎｃｅ－ｌｉｍｉｔｅｄ　ｓｙｓ
ｔｅｍ）であり、システム容量の限界点に到達する。また、多重送受信アンテナ送信技法
、すなわち、ＳＵ－ＭＩＭＯ又はＭＵ－ＭＩＭＯ送信技法を適用して一つのｅＮＢで多重
ビームの多重－レイヤ信号を送信する場合に、セル内のレイヤ間干渉もシステム容量の限
界を決定づける主な要因の一つである。そこで、セル間干渉及びセル内干渉を低減するた
めに協調送信及び高性能受信技法の標準化と開発の重要性が台頭しており、そのために多
い努力を傾けている。
【０１１９】
　下りリンクＣｏＭＰ技法は、一般に、受信機から報告されたチャネル状態情報に基づい
て送信機でセル間干渉及びセル内干渉が最小化するように送信ビームを設定する技法であ
り、データ受信過程でＵＥの複雑度を大きく増加させることはないが、ＣｏＭＰ技法の性
能がチャネル状態情報報告の正確度に大きく左右される。これと違い、高性能受信技法は
、受信端で干渉信号の特徴を用いてより良好な受信性能を得る技法であり、ＵＥが自身に
スケジュールされた信号（すなわち、要求される信号）と共に送信される干渉信号に関す
る情報をどのように取得するかが重要である。高性能受信技法の代表例に
　－　線形ＭＭＳＥ　ＩＲＣ受信器、
　－　最尤（Ｍａｘｉｍｕｍ　ｌｉｋｅｌｉｈｏｏｄ）検出受信器、
　－　干渉除去受信器
　などがあり、性能が良いほど、より多い干渉信号に関する情報を必要とする。例えば、
性能が最も良いものと知られている反復復号干渉除去受信器（ｉｔｅｒａｔｉｖｅ　ｄｅ
ｃｏｄｉｎｇ　ｉｎｔｅｒｆｅｒｅｎｃｅ　ｃａｎｃｅｌｌａｔｉｏｎ　ｒｅｃｅｉｖｅ
ｒ）は、ＵＥが干渉信号を復号し、干渉除去のために干渉信号を再生性（ｒｅｇｅｎｅｒ
ａｔｉｏｎ）しなければならことから、干渉信号の復号のための情報が全て必要である。
【０１２０】
　本明細書では、干渉信号を復号（ｄｅｃｏｄｅ）せずに復調（ｄｅｍｏｄｕｌａｔｉｏ
ｎ）した後、受信信号から上記干渉信号を除去する技法を中心に説明する。特に、コ－ス
ケジューリング（ｃｏ－ｓｃｈｅｄｕｌｉｎｇ）された干渉信号を除去する方式として、
ＤＭ－ＲＳベースでＰＤＳＣＨが送信されたという前提下に、干渉信号のＤＭ－ＲＳを用
いた干渉除去方式を中心に説明する。
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【０１２１】
　ただし、特定ＵＥにスケジュールされたＲＢにコ－スケジュールされたＰＤＳＣＨが干
渉信号であるとすれば、干渉信号の除去のためにｅＮＢは干渉信号に関する情報をＵＥに
提供しなければならない。ＤＭ－ＲＳを用いて干渉レベルを推定するためには干渉信号の
ＤＭ－ＲＳのシーケンスをＵＥが知る必要があり、そのために、ｅＮＢは干渉信号のＤＭ
－ＲＳシーケンスのシード（ｓｅｅｄ）情報を上記ＵＥに提供しなければならず、当該Ｕ
ＥはＤＭ－ＲＳシーケンスのシード情報を用いて干渉信号を推定／除去する。
【０１２２】
　まず、特定ＵＥに受信される干渉を大別すると、特定ＵＥ自身にスケジュールされる他
のレイヤの信号がありうる。図５の（ａ）及び（ｂ）に示すように、単一セルＳＵ－ＭＩ
ＭＯ及び多重セルＳＵ－ＭＩＭＯの場合には、特定ＲＢにコ－スケジューリング（ｃｏ－
ｓｃｈｅｄｕｌｉｎｇ）される他のレイヤからの干渉を除去しなければならない。このよ
うな場合には、ＵＥに送信されるＤＬ制御チャネルに干渉除去のための必要情報が全て含
まれている。
【０１２３】
　図５の（ａ）及び（ｂ）とは違い、図５の（ｃ）及び（ｄ）では、ＵＥがＰＤＳＣＨに
関する制御情報を受信する際に干渉信号に関する制御情報を受信できない場合を示してい
る。図５の（ｃ）及び（ｄ）ではそれぞれ、単一セルＭＵ－ＭＩＭＯ及び多重セルＭＵ－
ＭＩＭＯの例を示す。本明細書では、図５の（ｃ）及び（ｄ）に示す例を中心に、ＵＥの
受信器の干渉除去性能を向上させる技法を提案する。
【０１２４】
　以下、本発明の実施例を説明し、本明細書で、ＵＥが受信する受信信号は、要求される
（ｄｅｓｉｒｅｄ）信号と干渉信号で構成されると仮定する。すなわち、要求される信号
は、当該ＵＥにスケジュールされた下りリンク信号であり、干渉信号は、当該ＵＥ以外の
ＵＥにスケジュールされた下りリンク信号である。
【０１２５】
　また、本明細書で、上記干渉信号を受信するようにスケジュールされたＵＥを“干渉Ｕ
Ｅ”と称する。
【０１２６】
　（第１実施例）
　まず、図５の（ｃ）の単一セルＭＵ－ＭＩＭＯの場合、スケジューリングが１つのｅＮ
Ｂで行われるため、ｅＮＢ間の協調は必要でない。要求される信号（すなわち、ＵＥにス
ケジュールされた信号）と干渉信号がいずれも単一ｅＮＢから送信されるため、この２種
類の信号がＤＭ－ＲＳベースの信号である場合、当該信号のＤＭ－ＲＳシーケンスのシー
ド値は単一集合
【０１２７】
【数１６】

【０１２８】
から選択される。したがって、ＵＥが干渉信号に用いられたｎＳＣＩＤ＝｛０，１｝を知
ると、ＤＭ－ＲＳシーケンスを生成することができ、該生成されたＤＭ－ＲＳシーケンス
を用いて干渉信号のチャネル値を推定することができる。なお、ｅＮＢは、スケジュール
されたＰＤＳＣＨ送信ＰＲＢに用いられたＤＭ－ＲＳ密度を知らせるために、要求される
信号のランク（ｒａｎｋ）の他、当該ｅＮＢが当該サブフレームでスケジューリングする
ＰＤＳＣＨの全体ランクをシグナルしなければならない。さらに、上記ｅＮＢは当該サブ
フレームでｎＳＣＩＤ別に用いられたランク（或いは、スケジュールされたレイヤの数）
、そして特定ＵＥへの要求される信号に関する情報の他、干渉ＵＥに送信される干渉信号
の変調次数（ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ　ｏｒｄｅｒ）を、ＵＥに知らせることができる。干
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渉信号が２つのコードワードで送信される場合、そして変調次数が２つのコードワードで
同一である場合、１つの変調次数値を知らせるともに、変調次数が同一であるという情報
を送信することによって、シグナリングオーバーヘッドを低減させることができる。
【０１２９】
　要するに、図５の（ｃ）のような実施例において、ｅＮＢは次のような情報をＵＥに提
供し、上記ＵＥが干渉信号のＲＳを用いて干渉を推定するようにすることができる。
【０１３０】
　・干渉信号がＤＭ－ＲＳベースのＰＤＳＣＨである場合、
　　・干渉信号のＤＭ－ＲＳシーケンス生成に用いられたｎＳＣＩＤ又は要求される信号
に用いられていないｎＳＣＩＤが干渉信号に用いられたか否か
　　・ｎＳＣＩＤ別にレイヤ（ランク）の数
　　・当該サブフレームにおけるスケジュールされた全体ランク数
　　・コードワード（ｎＳＣＩＤ）別に変調次数
・干渉信号がＣＲＳベースのＰＤＳＣＨである場合、
　　・干渉信号のＣＲＳシーケンスのシード値（物理セル識別子）情報及びＣＲＳポート
数、ＣＲＳ周波数シフト（ｓｈｉｆｔ）、ＭＢＳＦＮ構成（ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ
）情報
　　・干渉信号の送信されたＰＭＩ（ＴＰＭＩ）情報
　　・ＰＭＩ制限情報：干渉ｅＮＢが特定ＴＰＭＩ集合のみを用いるようにして干渉推定
をするように助けることができる。単一セル動作の場合、コードブック制限情報を伝達す
ることができる。多重－セルの場合、このような情報がｅＮＢ間に送信されなければなら
ず、このような情報がＵＥに伝達されなければならない。或いは、特定ＴＰＭＩは用いら
れなかったということを知らせる情報。これにより、これらの中でのみ、ＵＥが干渉ＵＥ
のＰＭＩを限定された集合内でブラインド（ｂｌｉｎｄ）に探すことができる。
【０１３１】
　これらの干渉信号に関する情報は、要求される信号に関する下りリンク制御情報（Ｄｏ
ｗｎｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ；ＤＣＩ）に含めて動的に送信
することができる。ｅＮＢはＵＥに制御情報を送信する際、要求される信号に関する制御
情報と共に干渉信号の制御情報を送信する。例えば、下記の表のように、ｅＮＢがＵＥへ
のＤＣＩを用いて干渉除去のための追加情報を提供し、当該ＵＥは、これを用いて干渉レ
ベルを推定し、全体受信信号から干渉を除去する。
【０１３２】
【表５】

【０１３３】
　（第２実施例）
　以下、図５の（ｄ）に示すように、ネットワークで多重セルＭＵ－ＭＩＭＯスケジュー
リングをする場合、ＵＥの干渉除去を助けるためのネットワークシグナリングに係る実施
例を説明する。図５の（ｄ）のようなシナリオでは、同一ＰＲＢに複数個のＵＥがスケジ
ュールされ、ターゲットＵＥが、要求される信号の受信性能を高めるために、干渉信号を
除去するための補助情報（又は、制御情報）を自身のサービングセルから受信する。
【０１３４】
　より具体的な説明に先立ち、図５の（ｄ）のようなシナリオで干渉信号を除去するため
の補助情報をターゲットＵＥに提供するためには、隣接セルのスケジューリング情報を把
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握しなければならず、ｅＮＢ間のネットワークコーディネーション（ｃｏｏｒｄｉｎａｔ
ｉｏｎ）が必須である。ｅＮＢ間バックホールリンクの速度及びレイテンシ（ｌａｔｅｎ
ｃｙ）によってｅＮＢ間協調の程度が変わり、ＵＥにシグナルできる情報の種類も異なっ
てもよい。
【０１３５】
　バックホールリンクは、３種類に大別することができる。
【０１３６】
　理想的バックホール（非－Ｘ２）リンク：既存のＬＴＥ　Ｒｅｌ．１１ＣｏＭＰで考慮
されたように、互いに協調するｅＮＢは、一種のＣｏＭＰクラスターを形成し、同一Ｃｏ
ＭＰクラスター内のセルは協調スケジューリング及び協調データ送受信のために、容量（
ｃａｐａｃｉｔｙ）が高く、レイテンシが低い光ファイバのようなバックホールリンクで
接続されているため、協調スケジューリングが可能であり、正確に時間同期が取れた状態
に維持されているため、協調データ送信が可能である。。また、協調送信に参加するＣｏ
ＭＰクラスター内のセルから送信された信号を受信する際に、各セルからの伝搬遅延（ｐ
ｒｏｐａｇａｔｉｏｎ　ｄｅｌａｙ）差による各セルから送信された信号の受信時点の差
が、ＯＦＤＭシンボルのサイクリックプレフィックス（ｃｙｃｌｉｃ　ｐｒｅｆｉｘ；Ｃ
Ｐ）長さ以内に収まると仮定することができる。この場合、毎サブフレームごとに、ＵＥ
の干渉除去を助けるために毎サブフレームごとに変更されてもよい動的な情報を含む必要
な大部分の情報を、動的シグナリングによってより正確にＵＥに提供することができる。
【０１３７】
　遅いバックホールリンク：数ｍｓから数十ｍｓまでのレイテンシがある一般的なバック
ホールリンクであり、ｅＮＢ間協調のための動的な情報送信が不可能なリンクである。こ
のようなリンクにおけるｅＮＢ間協調は、半－静的な情報を隣接ｅＮＢに伝達する程度の
協調しかできない。
【０１３８】
　速いバックホールリンク：理想的なバックホールリンクと遅いバックホールリンクとの
中間段階のバックホールであり、ある程度の迅速な（例えば、レイテンシが１ｍｓ以内で
ある）ｅＮＢ間協調が可能であろう。ＵＥに役立つ情報は、半－静的な隣接ｅＮＢに関す
る情報以外の制約的な情報に対しては、動的シグナリングによってＵＥの干渉除去を助け
ることができる。
【０１３９】
　図５の（ｄ）のような多重セルＭＵ－ＭＩＭＯの場合、ターゲットＵＥが干渉信号を除
去するためにネットワークから受け取る情報は、次のとおりである。図５の（ｃ）と同様
に、干渉信号に対して復号をせずに復調のみを行って干渉除去及び／又は抑制をする方法
を中心に説明する。
【０１４０】
　（２－１．干渉信号がＤＭ－ＲＳベースの信号である場合）
　ＤＭ－ＲＳを用いて干渉信号の干渉量を推定し、これを除去する上で最も基本的に必要
なものがＤＭ－ＲＳシーケンスのシード値であるが、サービングセルではなく隣接セルか
らの干渉を受ける場合、隣接セルがＵＥスケジューリングのために用いたＤＭ－ＲＳシー
ケンスを生成するために用いたセルＩＤ値（仮想セルＩＤ、物理セルＩＤ）及びｎＳＣＩ
Ｄ情報である。また、ＤＭ－ＲＳ推定性能を高めるために、ＤＭ－ＲＳに比べて密度の高
いＣＳＩ－ＲＳ及びＣＲＳのチャネル推定値を一部用いることができるが、これに関する
情報が必要である。ＬＴＥ　Ｒｅｌ．１１ではこれをＱＣＬ（Ｑｕａｓｉ　Ｃｏ－Ｌｏｃ
ａｔｉｏｎ）仮定という概念と定義したし、これをＵＥにシグナルする。すなわち、干渉
ＤＭ－ＲＳシーケンスがどのＣＳＩ－ＲＳ、そしてどのＣＲＳとＱＣＬ仮定可能かに関す
る情報も、ｅＮＢがターゲットＵＥに提供することができる。当該サブフレームにおける
ＤＭ－ＲＳ密度を把握するには、ターゲットＵＥが当該サブフレームでスケジューリング
されたＰＲＢ内における全体ランク情報も必要であるが、これらの情報は、各（ＶＣＩＤ
，ｎＳＣＩＤ）ペア（ｐａｉｒ）別ランク情報をＵＥにシグナルすることによって、同一
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ＵＥにシグナルされてもよい。
【０１４１】
　以下、前述した情報をシグナルする方式を説明する。バックホールリンクの速度及びレ
イテンシによって具体的なシグナリング技法は異なってくるが、遅いバックホールリンク
を考慮した最も保守的なシグナリング技法から理想的なバックホールリンクを考慮したシ
グナリング技法までを本明細書で提案する。
【０１４２】
　毎サブフレームごとに変わるＵＥスケジューリング情報に対して動的な情報をｅＮＢ間
で交換し難い場合であっても、ＵＥに、干渉信号除去のための補助情報を半－静的に提供
することができる。すなわち、ｅＮＢが、ターゲットＵＥに干渉を誘発する可能性のある
セルの候補群を選択し、これらのセルから当該セルが使用するＤＭ－ＲＳシーケンス関連
情報及びＱＣＬ情報などを受信して、上記干渉信号除去のための補助情報の集合を構成し
、これを上記ターゲットＵＥに上位層シグナリングを用いて提供することができる。また
、ｅＮＢは、ＰＤＣＣＨを介して上記ターゲットＵＥに、上記補助情報の集合の一つを明
示的に指示（下記の表６の“Ｂｉｔ　ｖａｌｕｅ”で指示）することができる。上記ター
ゲットＵＥは、上記一つの補助情報の集合に基づいて干渉信号を推定して除去することが
できる。
【０１４３】
　毎サブフレームごとに変わるＵＥスケジューリング情報に対して動的な情報をｅＮＢ間
で交換できる場合には、ｅＮＢは、隣接セルとの情報交換によって、現在サブフレームで
送信される干渉信号の特徴を把握し、上記ターゲットＵＥに物理層シグナリングを通じて
、既に提供された補助情報の集合の中から一部集合のみを選択して知らせ、これで、上記
ターゲットＵＥは上記一部集合内で干渉信号のＤＭ－ＲＳシーケンスを探索して干渉推定
を行うことができる。
【０１４４】
　上記の両者の場合において、上記ターゲットＵＥは、上記ｅＮＢから受信した補助情報
の集合を活用して、候補集合内の干渉信号（すなわち、干渉ＰＤＳＣＨ信号）が当該サブ
フレームに存在するか検出する。すなわち、前者の場合には、ＰＤＣＣＨで指示された補
助情報を活用し、後者の場合には、補助情報の集合のうちの一部集合（サブ集合）を活用
することができる。上記ターゲットＵＥは、提供された補助情報（例えば、ＣＲＳ又はＤ
Ｍ－ＲＳシーケンス情報及びＱＣＬ情報など）を活用して、当該サブフレームで参照信号
が一定量以上の受信エネルギーを超えて検出されるか判定する。上記ターゲットＵＥは、
一定量以上の受信エネルギーを超えて検出された参照信号から干渉チャネルを推定し、こ
れと共に送信された干渉ＰＤＳＣＨを検出し、該検出された参照信号及び干渉ＰＤＳＣＨ
信号を全体受信信号から除去する。
【０１４５】
　下記の表６に、これらの情報の半－静的なシグナリングによって伝達される情報の例を
示す。
【０１４６】
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【表６】

【０１４７】
　［ＤＭ－ＲＳシーケンスのシード値集合］
　ｅＮＢは、ターゲットＵＥに支配的な（ｄｏｍｉｎａｎｔ）干渉を誘発しうる候補集合
を決定し、これを、表６に例示したとおりに上記ターゲットＵＥに送信する。まず、ＤＭ
－ＲＳシーケンスのシード値となる０乃至５０３までの範囲の値を有するＶＣＩＤと０又
は１のいずれかの値を有するｎＳＣＩＤを、ターゲットＵＥに提供する。上記ＶＣＩＤと
ｎＳＣＩＤを、“ＤＭ－ＲＳ関連情報”と呼ぶ。ｎＳＣＩＤは、例えば、０又は１の値を
有することができるが、当該ＶＣＩＤに対してｎＳＣＩＤ値０と１が全て用いられる場合
は、この２つの値をＵＥに知らせることができる。或いは、この場合には、当該ＶＣＩＤ
に対してはｎＳＣＩＤ値を知らせなくてもよい。すなわち、上記の表１で、ｎＶＣＩＤ（
０）に該当するｎＳＣＩＤ値０と１を全て知らせると、ＵＥは、ｎＶＣＩＤ（０）とｎＳ
ＣＩＤ＝０を用いてＤＭ－ＲＳシーケンスを生成して干渉を推定し、ｎＶＣＩＤ（０）と
ｎＳＣＩＤ＝１を用いてＤＭ－ＲＳシーケンスを生成して干渉を推定することができる。
【０１４８】
　ｎＶＣＩＤ（０）値がシグナルされ、ｎＳＣＩＤフィールド値が省略された場合、ＵＥ
は、当該ｎＶＣＩＤ（０）に対して、全てのｎＳＣＩＤ（例えば、０と１）値に対してＤ
Ｍ－ＲＳシーケンスを生成させて干渉を推定する。しかし、上の表６で、ビット値（ｂｉ
ｔ　ｖａｌｕｅ）＝１のときの例のように、特定ＶＣＩＤに該当するｎＳＣＩＤ値が１つ
の値に限定される場合には、ＵＥは、当該ＶＣＩＤを用いた干渉信号のＤＭ－ＲＳシーケ
ンスは、指定されたｎＳＣＩＤのみを用いて生成されたものと仮定し、指定されたｎＳＣ
ＩＤのみで生成されたＤＭ－ＲＳシーケンスに対する干渉推定のみを行う。例えば、ｎＶ
ＣＩＤ（１）に対してはｎＳＣＩＤ＝｛０｝のみとシグナルされたため、ｎＶＣＩＤ（１
）に対してはｎＳＣＩＤ＝０の場合のみを考慮して、ＤＭ－ＲＳシーケンスを用いた干渉
推定を行う。
【０１４９】
　［ランク制限（Ｒａｎｋ　Ｒｅｓｔｒｉｃｔｉｏｎ）］
　ランク制限情報は、当該ＤＭ－ＲＳを使用した干渉信号のランクが制限されるか否かを
知らせることができ、当該フィールドの情報が省略されていると、ＵＥは、当該ＤＭ－Ｒ
Ｓシード値に該当する干渉信号のランク情報をブラインド（ｂｌｉｎｄ）に検出して干渉
除去に活用することができる。しかし、ランク制限フィールドに特定ランク値がシグナル
されていると、これは、ＵＥに、最大ランクが上記特定ランク値に制限されているという
ことを知らせるものである。このため、ＵＥは、当該シード値に対応するＤＭ－ＲＳシー
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ケンス（シグナルされたＶＣＩＤ値とｎＳＣＩＤによるＤＭ－ＲＳシーケンス）に対して
は、シグナルされた値以上のランクが使用されていなと仮定し、それ以上のランクに対し
ては干渉ＤＭ－ＲＳシーケンスに対する探索を行わない。例えば、上記の表６で、ビット
値＝０の場合、ｎＶＣＩＤ（０）に対してはそれぞれｎＳＣＩＤ＝０とｎＳＣＩＤ＝１が
使用され、干渉ＤＭ－ＲＳシーケンスが用いられる可能性があるということをＵＥに知ら
せる。ランク制限無しで、ｎＳＣＩＤ値｛０，１｝が全てシグナルされた場合、ｎＶＣＩ
Ｄ（０）であり、且つｎＳＣＩＤ＝０に対しては、ランク＝１からランク＝８までブライ
ンドにＤＭ－ＲＳシーケンスを探索し、ｎＳＣＩＤ＝１に対してはランク＝１からランク
＝２までＤＭ－ＲＳシーケンスを探索して干渉除去（ＩＣ）動作を行うことができる。ｎ
ＳＣＩＤのそれぞれの値に対してランク制限がない場合、各値が支援できる最大ランク値
がｅＮＢとＵＥ間にあらかじめ約束されていなければならず、ランク制限フィールド値が
シグナルされない場合、ＵＥは、それぞれのｎＳＣＩＤ値に対してあらかじめ約束されて
いる最大ランクまでＤＭ－ＲＳシーケンスをブラインドに探索する。３ＧＰＰ　Ｒｅｌ．
１１では、ｎＳＣＩＤ＝０の場合、最大ランク＝８に、ｎＳＣＩＤ＝１の場合、最大ラン
ク＝２に制限されている。
【０１５０】
　ところが、上記の表６においてビット値＝１のとき、ｎＶＣＩＤ（１）に対してｎＳＣ
ＩＤ＝０に制限されており、このとき、ランク制限フィールドは１である。これは、ｎＶ
ＣＩＤ（１）とｎＳＣＩＤ＝０による干渉ＤＭ－ＲＳシーケンスは、ランクが１に限定さ
れて送信されることをＵＥに知らせるものであり、これによって、ＵＥは、当該ＤＭ－Ｒ
Ｓシーケンスに対しては、ランクが２以上である場合の干渉は考慮せず、ランク＝１の場
合のみを考慮してＩＣ動作を行う。このようなランク制限情報をＵＥに提供するためには
、ｅＮＢ間ランクコーディネーションが必須である。すなわち、一定時間において特定Ｄ
Ｍ－ＲＳシーケンスに対しては一定ランク値以上とスケジュールしないという情報、すな
わち、特定ランク以下とスケジュールするという情報を、ｅＮＢ間で交換しなければなら
ない。
【０１５１】
　［変調次数又はＭＣＳ制限（ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ　ｏｒｄｅｒ　ｏｒ　ＭＣＳ　ｒｅ
ｓｔｒｉｃｔｉｏｎ）］
　変調次数制限情報は、当該ＤＭ－ＲＳシーケンスを使用した干渉信号の変調次数に制限
があるか否かを知らせるためのフィールドである。該フィールドの情報が省略されている
と、ＵＥは、当該ＤＭ－ＲＳシーケンスのシード値に該当する干渉信号の変調次数をブラ
インドに探索して干渉除去に活用する。しかし、変調次数制限フィールドに特定変調次数
値がシグナルされていると、これは、ＵＥに、最大変調次数は上記特定変調次数値に制限
されているということを知らせ、ＵＥは、それ以下の変調次数に対してブラインドに変調
次数を仮定して干渉信号のＤＭ－ＲＳを復調する。ここで、変調次数＝｛２，４，６｝は
それぞれ、ＱＰＳＫ、１６ＱＡＭ、６４ＱＡＭを示す。勿論、より高い変調次数値がシグ
ナルされてもよい。例えば、変調次数制限フィールドに４という値でシグナルされたＤＭ
－ＲＳに対して、ＵＥに、当該ＤＭ－ＲＳはＱＰＳＫ又は１６ＱＡＭで変調されたことを
知らせる。ＵＥは、当該ＤＭ－ＲＳがＱＰＳＫで変調されたと仮定して復調し、コンステ
レーション（ｃｏｎｓｔｅｌｌａｔｉｏｎ）で座標を探し、また、１６ＱＡＭで変調され
たと仮定して復調し、コンステレーション（ｃｏｎｓｔｅｌｌａｔｉｏｎ）で座標を探し
、これら２つの値のうちどの変調次数で変調されたかを判断し、これを用いて干渉信号の
チャネルを推定して干渉量を除去することができる。
【０１５２】
　他の実施例として、最大変調次数ではなく、正確に変調次数として２，４，６のうちの
１つの値を指定することができる。これによって、特定の変調次数を指示することができ
、この場合、ＵＥは、当該変調次数に対してのみ復調を行うことによって、干渉除去の効
率を上げることができる。さらに、指示された変調次数に対してブラインドに復号する動
作を行うこともできる。
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【０１５３】
　同様に、変調次数制限の代わりに、ＭＣＳ（ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ　ａｎｄ　ｃｏｄｉ
ｎｇ　ｓｃｈｅｍｅ）制限情報をＵＥに知らせることもできる。すなわち、変調次数のみ
を知らせるのではなく、変調次数に併せて符号化レート（ｃｏｄｅ　ｒａｔｅ）もＵＥに
知らせる。すなわち、ＭＣＳが特定値以下に制限されたことをＵＥに知らせる。これによ
って、ＵＥは、当該ＤＭ－ＲＳシーケンスのシード値に該当する干渉信号は、特定ＭＣＳ
レベル以下で変調及び符号化されたことが認知でき、与えられた範囲内でのみ干渉ＤＭ－
ＲＳシーケンスの変調及び符号化レートをブラインド探索し、当該ＤＭ－ＲＳを用いて干
渉信号に対するチャネルを推定して干渉を除去する。現在、ＬＴＥ　Ｒｅｌ．１１で定義
されたＰＤＳＣＨのためのＭＣＳ表は、変調次数とＴＢＳ（Ｔｒａｎｓｐｏｒｔ　Ｂｌｏ
ｃｋ　Ｓｉｚｅ）インデックスとの組合せで構成されている。
【０１５４】
【表７】

【０１５５】
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　すなわち、ＭＣＳインデックスは、変調次数とＴＢＳインデックスを示すが、変調次数
は、前述した｛２，４，６｝の値を有し、それぞれＱＰＳＫ、１６ＱＡＭ、６４ＱＡＭを
表す。ＴＢＳインデックスは、間接的な符号化レート指示子であり、符号化レートは、Ｐ
ＤＳＣＨ　ＲＢ割り当て及びレイヤ数などによって実際符号化レートが決定されてもよい
。したがって、本発明でＭＣＳ制御情報を提供するとき、例えば、ＩＭＣＳ＜１０のよう
に、特定値以下に制限されたことを知らせたり、１０≦ＩＭＣＳ≦１６のようにＭＣＳ制
御情報を提供することによって、変調次数を具体的に限定することができる。これによっ
て、指示された変調次数内でブラインド復号を行うことができる。このようなＭＣＳ制御
情報は、ＵＥのＩＣ受信器が復調ベースＩＣだけでなく、符号化ベースＩＣのような種類
の受信器である場合にも有用に用いることができる。
【０１５６】
　このような変調次数又はＭＣＳ制御情報をＵＥに提供するためには、ｅＮＢ間の変調次
数或いはＭＣＳに対するコーディネーションが必須である。すなわち、一定時間において
特定ＤＭ－ＲＳシーケンスに対しては一定変調次数又はＭＣＳレベル以上とスケジュール
しないという情報、すなわち、特定変調次数又はＭＣＳレベル以下とスケジュールすると
いう情報、或いは特定変調次数又はＭＣＳレベルとスケジュールするという情報が、ｅＮ
Ｂ間に交換されなければならない。上記の変調次数又はＭＣＳレベル制限に関する内容は
、ＣＲＳベースのＰＤＳＣＨ干渉信号の場合にも同一に適用して使用することができる。
特定ＣＲＳを用いて、変調されたＰＤＳＣＨに対して変調次数及びＭＣＳレベル制限情報
をシグナルすると、ＵＥは、当該干渉信号の変調次数又はＭＣＳレベルがシグナルされた
値以下に制限されたと仮定し、上述した動作を行うことができる。
【０１５７】
　［ＤＭ－ＲＳシーケンス制限（ＤＭ－ＲＳ　ｓｅｑｕｅｎｃｅ　ｗｉｔｈ　ｒｅｓｔｒ
ｉｃｔｉｏｎｓ）］
　ＵＥの干渉除去のためにｅＮＢ間ランク制限或いは変調次数（又は、ＭＣＳレベル）を
制限する理由は、ターゲットＵＥが干渉信号を正しく復調及び／又は復号できるようにす
るためである。一般に、干渉信号の受信ＳＮＲが要求される信号の受信ＳＮＲよりも低い
はずであるため、単に干渉信号に関する情報のみを提供するだけでは、ＵＥが干渉信号を
検出して除去できるとは限らない。ターゲットＵＥが干渉信号を復調及び／又は復号でき
るようにするためには、ランクも、変調次数或いはＭＣＳも下げることによって正しくＩ
Ｃを行えるようにし、要求される信号に対する受信性能を高めることができるようにする
。結果として、ネットワーク協調を用いてＵＥにとってのＩＣを可能にする構造では、自
己信号に対するスケジューリングをするときにも最大ランク或いは高い変調次数（或いは
ＭＣＳ）を使用できない可能性が非常に高いということを意味する。したがって、ｅＮＢ
は、全体システム収率及びＵＥ収率の向上のために、ＤＭ－ＲＳシーケンス及びリソース
を別々に運営することができる。すなわち、セルの中央に主に位置してジオメトリー（ｇ
ｅｏｍｅｔｒｙ）が非常によいＵＥには、ランクや変調方式に全く制約を有しないＤＭ－
ＲＳシーケンスを用いてＰＤＳＣＨをスケジュールし、セル境界の付近に位置して隣接セ
ルに干渉を与えるＵＥには、ランクや変調方式に制約を有するＤＭ－ＲＳシーケンスを用
いてＰＤＳＣＨをスケジュールすることができる。
【０１５８】
　［ＱＣＬ仮定］
　ＤＭ－ＲＳシーケンスを用いた干渉チャネル推定の性能を高めるために、ｅＮＢはＱＣ
Ｌ仮定を併せて提供する。ＱＣＬ仮定とは、特定ＤＭ－ＲＳシーケンスの干渉チャネルを
推定するとき、ＤＭ－ＲＳに比べてＲＳ密度が高いとともに上記特定ＤＭ－ＲＳシーケン
スと同一或いは類似のチャネル特性を有する他のＲＳのチャネル特性値を適用してＤＭ－
ＲＳシーケンスのチャネル推定性能を高める方式である。正確には、それぞれのアンテナ
ポートに対するＱＣＬ（Ｑｕａｓｉ　ｃｏ－ｌｏｃａｔｉｏｎ）を３ＧＰＰ　ＬＴＥ　Ｒ
ｅｌ．１１で定義している。ＱＣＬについて２つの動作に大別して定義している。その一
つは、ＣＲＳ、ＤＭ－ＲＳ及びＣＳＩ－ＲＳがサービングセルから送信される動作であっ
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て、全てのアンテナポートが同一のチャネル特性を有するＢｅｈａｖｉｏｕｒ　Ａであり
、もう一つは、ＰＤＳＣＨを復調する際に、ＤＭ－ＲＳが特定ＣＳＩ－ＲＳと同一のチャ
ネル特性を有する動作としてＢｅｈａｖｉｏｕｒ　Ｂを定義した。Ｂｅｈａｖｏｕｒ　Ｂ
ではさらに、ＤＭ－ＲＳとＣＳＩ－ＲＳとのＱＣＬだけでなく、周波数特性に対しては特
定ＣＲＳとのＱＣＬをＵＥにシグナルすることもできる。
【０１５９】
　したがって、ＤＭ－ＲＳシーケンス候補群にあるそれぞれのシーケンスに対してＱＣＬ
仮定を伝達することができ、例えば、ＤＭ－ＲＳシーケンスと特定（非－ゼロパワー）Ｃ
ＳＩ－ＲＳインデックスとをマップして知らせることができる。本発明の一実施例で提案
する方式は３ＧＰＰ　ＬＴＥ　Ｒｅｌ．１１で定義したＣｏＭＰ構造に限定されず、ＣＳ
Ｉ－ＲＳインデックスはＣｏＭＰ方式においてＵＥのＣＳＩフィードバックのために設定
されたＣＳＩ－ＲＳに限定されるものでない。シグナルされるＣＳＩ－ＲＳインデックス
に対してＵＥが必ずしもＣＳＩフィードバックをする必要があるわけではなく、このため
、特定ＤＭ－ＲＳシーケンスを推定する上で役立つ情報として当該ＣＳＩ－ＲＳのチャネ
ル特性を得る際に、むしろ余計にＵＥが測定すべきＣＳＩ－ＲＳが増加するという短所が
ありうる。したがって、特定ＤＭ－ＲＳシーケンスに対する干渉チャネル推定のためのＱ
ＣＬ情報は、ＣＳＩ－ＲＳの他、特定セルのＣＲＳからの情報を参照することが一層好ま
しいだろう。すなわち、ＱＣＬ仮定のためにＣＳＩ－ＲＳインデックスを知らせたり特定
セルのＰＣＩＤを知らせることによって、当該セルのＣＲＳからのチャネル特性を得るよ
うにすることができる。
【０１６０】
　但し、ＣｏＭＰシナリオ４の場合、互いに異なる位置にあるＴＰが同一ＰＣＩＤを共有
するので、ＱＣＬ仮定のためにＰＣＩＤのみを知らせることは不適である。したがって、
このような場合には、ＣＳＩ－ＲＳインデックスをＵＥにシグナルする。要するに、ＱＣ
Ｌ仮定のためにＣＳＩ－ＲＳインデックス又はＰＣＩＤをシグナルすることができ、ＵＥ
は、ＱＣＬ仮定情報でシグナルされたＣＳＩ－ＲＳインデックス又はＰＣＩＤのみを用い
てＣＳＩ－ＲＳからチャネル特性を参照したり、又はＰＣＩＤに該当するＣＲＳを用いて
チャネル特性を参照する。ただし、特定ＤＭ－ＲＳシーケンスに対するＱＣＬ情報にＣＳ
Ｉ－ＲＳインデックスとＰＣＩＤが全てシグナルされた場合、特定ＤＭ－ＲＳシーケンス
に対してはシグナルされたＣＳＩ－ＲＳインデックスとシグナルされたＰＣＩＤに該当す
るＣＲＳとそれぞれＱＣＬ関係にあるということを知らせるものである。すなわち、当該
ＤＭ－ＲＳはシグナルされたＣＳＩ－ＲＳインデックスとＱＣＬ関係にあってもよく、場
合によっては、シグナルされたＰＣＩＤに該当するＣＲＳとＱＣＬ関係にあってもよい。
したがって、ＵＥは、それぞれの場合に対して干渉を推定して干渉信号を探索し、干渉除
去を行う。
【０１６１】
　ＵＥにＱＣＬ仮定のためにＣＳＩ－ＲＳインデックスを上記の表６のようにＵＥにシグ
ナルするとき、ｅＮＢは上記ＵＥにＣＳＩ測定のためのＣＳＩ－ＲＳ構成（ｃｏｎｆｉｇ
ｕｒａｔｉｏｎ）の他、ロング－ターム測定（ｌｏｎｇ－ｔｅｒｍ　ｍｅａｓｕｒｅｍｅ
ｎｔ）及びＱＣＬ仮定のためのＣＳＩ－ＲＳ構成を別個にシグナルしなければならない。
そのためのＣＳＩ－ＲＳ構成は、ＣＳＩ測定のためのＣＳＩ－ＲＳを含むことができる。
【０１６２】
　［レートマッチング情報（Ｒａｔｅ　Ｍａｔｃｈｉｎｇ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）］
　干渉信号のＰＤＳＣＨ　ＲＥマッピング及び特定ＲＥにおけるＣＲＳ干渉があるか否か
を知らせるために、隣接セルのＣＲＳ情報も送信しなければならない。ＣＲＳ情報にはＣ
ＲＳアンテナポートの数、ＣＲＳ周波数シフト（＝｛０，１，２，…，５｝）、そしてＭ
ＢＳＦＮサブフレームパターンなどが含まれる。ＣＲＳ干渉があることをＵＥに知らせて
当該ＣＲＳ干渉を当該ＵＥに除去させる際、ＣＲＳ周波数シフトではなく当該ＣＲＳの物
理セルＩＤを知らせる。すなわち、ＣＲＳ情報として物理セルＩＤ、ＣＲＳアンテナポー
ト数、ＭＢＳＦＮサブフレームパターンを知らせることによって、ＵＥにとって当該ＣＲ
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Ｓ位置ではＣＲＳ干渉制御能力があるとそれを除去するようにする。
【０１６３】
　また、特定ＲＥにおける干渉信号からの干渉があるかを知らせるために、隣接セルのＣ
ＳＩ－ＲＳ情報及びＺＰ　ＣＳＩ－ＲＳ情報もＵＥにシグナルすることができる。すなわ
ち、干渉信号のＰＤＳＣＨがマップされていないため、当該ＲＥではＵＥがＩＣを行わな
いようにし、性能劣化を防止するためである。
【０１６４】
　また、干渉信号のＰＤＳＣＨレートマッチングパターンを知らせるためのＣＳＩ－ＲＳ
インデックスを別途にシグナルすることができる。他の方式としては、ＱＣＬ仮定のため
に知らせたＣＳＩ－ＲＳインデックスを利用することもできる。例えば、上記の表６でビ
ット値＝０のときに知らせたｎＶＣＩＤ（０）とｎＳＣＩＤ＝｛０，１｝で生成されるＤ
Ｍ－ＲＳシーケンスを利用する干渉信号のＰＤＳＣＨはＣＳＩ－ＲＳインデックス（０）
とＱＣＬされているため、ＵＥは、ＣＳＩ－ＲＳインデックス（０）からチャネル特性を
得るとともに、当該干渉信号のＰＤＳＣＨをＣＳＩ－ＲＳインデックス（０）に該当する
構成としてレートマッチングされて送信されるものと認識することができる。この場合、
レートマッチング情報のための別のＣＳＩ－ＲＳインデックスシグナリングは必要でない
。ただし、ＱＣＬのためのＣＳＩ－ＲＳインデックスとレートマッチング情報のための別
のＣＳＩ－ＲＳインデックスがそれぞれシグナルされる場合、ＵＥが仮定する当該干渉信
号に対するレートマッチングは、レートマッチング情報のための別途送信されるＣＳＩ－
ＲＳインデックスに従う。上記の表６でレートマッチング情報を提供するための複数個の
ＣＳＩ－ＲＳインデックスがシグナルされてもよい。ＵＥの能力（ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ
）によって、レートマッチング情報として受信したＣＳＩ－ＲＳインデックスを用いたり
、ＱＣＬされたＣＳＩ－ＲＳインデックスを用いて、当該ＣＳＩ－ＲＳが送信されるＲＥ
ではＣＳＩ－ＲＳに対する干渉除去を行うことができる。
【０１６５】
　さらに、干渉信号送信に用いられるＺＰ　ＣＳＩ－ＲＳインデックスもＵＥに送信する
ことができる。シグナルされるＺＰ　ＣＳＩ－ＲＳは、干渉ｅＮＢがどのＵＥにスケジュ
ールするＰＤＳＣＨかによって、実際にミューティング（ｍｕｔｉｎｇ）されてもよく、
ＰＤＳＣＨがマップされてもよい。ただし、このようなシグナリングでターゲットＵＥに
、当該ＺＰ　ＣＳＩ－ＲＳにＰＤＳＣＨはマップされてもよく、当該ＺＰ　ＣＳＩ－ＲＳ
がミューティングされてもよい可能性を知らせる。当該ＺＰ　ＣＳＩ－ＲＳを用いて当該
ＲＥに対してはＩＣを初めから行わないか、或いは、エネルギー検出によってＵＥ独自で
ＺＰ　ＣＳＩ－ＲＳ内のＲＥに対してＩＣを行うか否かを決定するようにＵＥに任せる。
ただし、シグナルされたＣＲＳインデックスとＣＳＩ－ＲＳインデックスを除いて、且つ
別のシグナリング及び制約がない限り（例、ＰＳＳ／ＳＳＳ／ＰＢＣＨ送信、ポジショニ
ングＲＳ送信、ＭＢＳＦＮサブフレームなど）、シグナルされたＺＰ　ＣＳＩ－ＲＳ以外
の領域ではＰＤＳＣＨが送信されるということをＵＥに知らせる。これを受信したＵＥは
、当該ＺＰ　ＣＳＩ－ＲＳ以外の領域ではＰＤＳＣＨが送信されると仮定する。
【０１６６】
　一般に、ＺＰ　ＣＳＩ－ＲＳは、設定（ｃｏｎｆｉｇｕｒｅ）されたＣＳＩ－ＲＳ位置
をカバーするように構成される。したがって、別途の干渉信号のレートマッチング情報と
して、ＣＳＩ－ＲＳ情報送信無しでＺＰ　ＣＳＩ－ＲＳがＣＳＩ－ＲＳ送信位置をカバー
するシグナリングをＵＥに伝達することができる。すなわち、シグナルされたＺＰ　ＣＳ
Ｉ－ＲＳではＰＤＳＣＨが送信されても送信されなくてもよいという情報を提供する。
【０１６７】
　干渉信号のＺＰ　ＣＳＩ－ＲＳに対する別途のシグナリングがない場合、ＵＥは、あら
かじめ自身に設定（ｃｏｎｆｉｇｕｒｅ）された１つ或いは複数個のＺＰ　ＣＳＩ－ＲＳ
の全体組合せに対して干渉信号のＰＤＳＣＨがマップされてもよいと考え、これらのＲＥ
に対して無条件でＩＣ動作を行わなくてもよい。これらのＲＥにおける具体的なＩＣ動作
は、ＵＥ具現による。
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【０１６８】
　［ＰＤＳＣＨ開始シンボルインデックス（ＰＤＳＣＨ　ｓｔａｒｔｉｎｇ　ｓｙｍｂｏ
ｌ　ｉｎｄｅｘ）］
　他のｅＮＢから受信される干渉を除去するとき、干渉信号と要求される信号のＰＤＳＣ
Ｈ開始シンボルは、ｅＮＢ間であらかじめ整列（ａｌｉｇｎ）されなければならない。隣
接セルのＣＲＳベースのＰＤＣＣＨによる干渉をＤＭ－ＲＳベースのＰＤＳＣＨを用いて
除去することは好ましくない。ＰＤＳＣＨが始まるＯＦＤＭシンボルは、ＰＤＣＣＨで送
信される制御情報の量及び毎サブフレームにおける当該ｅＮＢの負荷によって異なるため
、隣接セルのＰＤＳＣＨ開始シンボルを動的にシグナルすることは大きな負担となる。こ
のため、表６のように、半－静的なシグナリングでＰＤＳＣＨ開始シンボルインデックス
を、それぞれのＤＭ－ＲＳシーケンス別に、ｅＮＢがＵＥにシグナルすることができる。
ここで、ＰＤＳＣＨ開始シンボルインデックスは、当該ＤＭ－ＲＳシーケンスを使用する
干渉信号のＰＤＣＣＨは、シグナルされたＰＤＳＣＨ開始シンボル以降には存在しないこ
とを意味する。例えば、表６のビット値＝０において、ＰＤＳＣＨ開始シンボルインデッ
クス＝２としてシグナルされているが、これは、ｎＶＣＩＤ（０）に該当するＤＭ－ＲＳ
シーケンスを使用するｅＮＢが送信する干渉信号のＰＤＣＣＨは、シグナルされたＰＤＳ
ＣＨ開始シンボルインデックス＝２以降には送信されないということを意味する。すなわ
ち、ＯＦＤＭシンボルインデックス＝０，１まではＰＤＣＣＨが送信されてもよい（ＰＤ
ＳＣＨが送信されてもよい）が、ＯＦＤＭシンボルインデックス≧２のときにはＰＤＣＣ
Ｈが送信されないということをＵＥに保障する。すると、ＵＥは、自身の要求される信号
がＯＦＤＭシンボルインデックス＝１から始まり、且つｎＶＣＩＤ（０）をＤＭ－ＲＳシ
ーケンスのシード値とするＤＭ－ＲＳシーケンスを使用する信号が強い干渉として入った
場合には、ＵＥは、ＯＦＤＭシンボルインデックス＝１に対してはＩＣ動作を行わずに復
調を行うが、以降のＯＦＤＭシンボルインデックスに対してはＩＣ動作を行ってから復調
することができる。言い換えると、ＰＤＳＣＨ開始シンボルインデックス情報を受信する
と、ＵＥは、ＰＤＳＣＨが確実に送信されると保障された領域でのみＩＣ動作を行い、そ
うでない領域に対してはＩＣ無しで復調を行う。このとき、ＩＣ無しで復調を行う領域に
対しては低い重み値を与え、損失（ｌｏｓｓ）を減らすことができる。
【０１６９】
　本発明の他の実施例として、ＵＥは、ＰＤＳＣＨ開始シンボルインデックスに対する表
６のような別のシグナリング無しで、自身をターゲットとするＰＤＳＣＨがマップされる
シンボル以降に常に隣接セルのＰＤＳＣＨが始まると仮定することができる。そのために
は、ｅＮＢ間でＰＤＳＣＨ開始シンボルインデックスに対してあらかじめ情報を交換をし
なければならず、この情報に該当する内容は、前述したとおり、特定ＯＦＤＭシンボルイ
ンデックス以降にはＰＤＣＣＨが送信されないということを知らせる情報が、当該情報が
有効なサブフレーム情報（例えば、サブフレームパターン）と共に交換されなければなら
ない。
【０１７０】
　本発明の他の一実施例として、各ｅＮＢは、ＰＤＳＣＨ開始シンボルインデックスを可
能な限り保守的に仮定することができる。ＵＥは、自身のサービングセルがＰＤＣＣＨ送
信のために使用できる最大ＯＦＤＭシンボル個数を隣接セルでも同様に使用すると仮定し
、その後のシンボルでＰＤＳＣＨに対するＩＣを行う。この時、ＵＥは、自身のサービン
グセルと干渉となる隣接セルの帯域幅及びフレーム構造タイプなどが同一であると仮定す
る。
【０１７１】
　同様に、ｅＮＢ間でＰＤＳＣＨとＥＰＤＣＣＨが送信される位置に対するコーディネー
ションもあらかじめ交換されてもよい。ＥＰＤＣＣＨはＰＤＳＣＨと同様にＤＭ－ＲＳを
用いて復調できるものであり、ＥＰＤＣＣＨは、１　ＲＢ内に最大４つのＵＥの制御情報
がマルチプレクシングされてもよいため、ＰＲＢ単位或いはバンドルされたＰＲＢ単位に
干渉除去をするには無理がある。このため、ＵＥは、自身の要求される信号の受信性能向
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上のために干渉信号を除去する際、別の情報がない限り、干渉信号としては他のＵＥ或い
は他のレイヤのＰＤＳＣＨが送信されると仮定して干渉除去動作を行う。そのために、ｅ
ＮＢ間でＰＤＳＣＨが送信される領域、及びＥＰＤＣＣＨが送信される領域をあらかじめ
指定しておき、このような情報が事前に交換されなければならない。すなわち、特定周波
数領域或いは特定時間周波数領域で当該基地局のＥＰＤＣＣＨが送信されるという情報を
交換する。
【０１７２】
　（２－１－１．　シグナリング最適化（Ｓｉｇｎａｌｉｎｇ　ｏｐｔｉｍｉｚａｔｉｏ
ｎ））
　バックホールリンクが、上記の区別のうち、速い場合であれば、ｅＮＢはＵＥに、半－
静的なシグナリングとともに、動的に干渉除去に役立つ情報を毎サブフレームごとに送信
することができる。例えば、ＵＥが干渉ＤＭ－ＲＳのシーケンスの候補シード値１番～８
番の８個に関する情報を受けたが、動的なシグナリングで２番～４番が用いられたという
情報を提供することによって、この候補の個数を減らすことができる。場合によって、ｅ
ＮＢは、１つのＤＭ－ＲＳシーケンスのシード値のみをＵＥに送信することによって、干
渉信号のＤＭ－ＲＳシーケンスを正確に知らせることもできる。又は、動的なシグナリン
グでランク（干渉信号のレイヤの個数）情報を指示することができる。このとき、ＵＥが
干渉除去を行ってもよいレイヤの個数によって、ＵＥに指示するランク情報が異なっても
よい。
【０１７３】
　（２－１－２．　ＤＭ－ＲＳシーケンス探索手順－ＱＣＬ仮定されたＲＳの受信信号電
力を利用）
　本発明の他の一実施例として、上記の表６のような干渉信号に関する情報がシグナリン
グされたＵＥは、ブラインド（ｂｌｉｎｄ）に干渉信号のＤＭ－ＲＳシーケンスを検出す
ることもできるが、干渉信号のＤＭ－ＲＳシーケンスを探索する際、ＱＣＬ仮定可能なも
のとしてシグナルされたＣＳＩ－ＲＳインデックスや物理セルＩＤによるＣＲＳを用いる
こともできる。すなわち、ＱＣＬ仮定のためにＣＳＩ－ＲＳやＣＲＳを用いるということ
は、ＵＥが、当該ＣＳＩ－ＲＳやＣＲＳを周期的或いは非周期的に測定しているという意
味である。このとき、受信したＣＳＩ－ＲＳやＣＲＳの強度が一定レベル以上である場合
にのみ、当該ＣＳＩ－ＲＳ及びＣＲＳと関連付いたＤＭ－ＲＳが干渉として作用する可能
性があると判断することができる。したがって、それらの中から、優先的に干渉となるＤ
Ｍ－ＲＳを検出して干渉チャネルを推定した後、ＩＣを行うことができる。
【０１７４】
　（２－１－３．　ＰＲＢバンドリング整列（ｂｕｎｄｌｉｎｇ　ａｌｉｇｎｍｅｎｔ）
）
　干渉除去に役立つ情報を受信し、受信信号から干渉信号を除去する際にさらに考慮すべ
き事項が、干渉信号のＰＲＢ割り当てに関するものである。要求される信号が占める周波
数領域と干渉信号が占める周波数領域に対して考慮しなければならない。すなわち、これ
は、干渉信号に対するＤＭ－ＲＳシーケンスを検出し、これを用いて干渉を推定するとし
ても、要求される信号に割り当てられたＰＲＢ全体に対して推定した干渉量を除去するこ
とができるか否かに関する。
【０１７５】
　例えば、ＵＥが特定干渉信号Ａに対してＤＭ－ＲＳシーケンスＡを干渉信号として検出
し、これを用いて受信信号から干渉信号を除去しようとするとき、要求される信号には連
続した２つのＰＲＢを割り当てられ、干渉信号Ａには連続した４個のＰＲＢが割り当てら
れたとすれば、ＵＥは、自身に割り当てられた全体ＰＲＢで干渉信号を除去すればよい。
しかし、逆に、要求される信号に４個の連続したＰＲＢが割り当てられ、干渉信号Ａには
２個の連続したＰＲＢを割り当てられたとすれば、ＵＥが、何ら情報の補助無しで、ＵＥ
に割り当てられた全体ＰＲＢで上記干渉信号Ａが同一に存在するとは保障できず、前者の
場合と同様に干渉信号を除去することができない。
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【０１７６】
　したがって、干渉信号のリソース割り当て情報を直接知らせない限り、ＵＥにとって干
渉除去をするための基本的な単位（ｇｒａｎｕｌａｒｉｔｙ）をｅＮＢ間で約束しなけれ
ばならず、これは１つのＵＥに対するリソース割り当ての基本単位とならなければならな
い。好ましくは、ＰＲＢバンドリングサイズと干渉除去を行える単位とが同一でなければ
ならない。すなわち、ＵＥは、ＰＲＢバンドリング単位にサービングセルからのリソース
割り当てが行われ、隣接セルにおけるリソース割り当てもＰＲＢバンドリング単位に行わ
れるという前提下に、自身に割り当てられたリソースにおける干渉除去を行うことができ
る。この場合も同様、ｅＮＢ間でＰＲＢバンドリングサイズ及びリソース割り当てに対し
て約束しなければならない。
【０１７７】
　特定ＲＳシーケンスに対してはＰＲＢバンドリングを仮定され、他のＲＳシーケンスに
対してはＰＲＢバンドリングが仮定されなくてもよい。言い換えると、ＲＳシーケンス別
にＰＲＢバンドリングを仮定してもよいか否かが指定される。すなわち、上記の表６のよ
うに干渉信号のＤＭ－ＲＳに関する情報を提供する時、ｅＮＢはＵＥに、各ＤＭ－ＲＳシ
ーケンス別にＰＲＢバンドリングを仮定してもよいか否かもシグナルすることができる。
【０１７８】
　ＵＥがＰＲＢバンドリング単位に干渉除去をするためには、バンドルされたＰＲＢ内で
は干渉信号のチャネルが同一に維持されると前提されなければならない。このため、当該
バンドルされたＰＲＢには、分散型（ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ）ではなく局部型（ｌｏｃ
ａｌｉｚｅｄ）にリソースが割り当てられなければならない。また、このような情報をＵ
Ｅが知っている場合にのみ、局部型にリソースが割り当てられた特定バンドルされたＰＲ
ＢでＩＣを行うことができる。一方、ＵＥは、分散型にリソース割り当てられたバンドリ
ングＰＲＢではＩＣを行うことができない。したがって、ｅＮＢ間リソース割り当てに対
して、特定周波数領域では分散型にリソースを割り当て、特定周波数領域では局部型にリ
ソースを割り当てるという内容のｅＮＢ間協調があらかじめ行われなければならない。
【０１７９】
　また、ＰＲＢバンドリングサイズも可変であってもよく、特定サブフレームではＭ個の
ＰＲＢバンドリング単位にリソースを割り当て、他の特定サブフレームではＮ個のＰＲＢ
バンドリング単位にリソース割り当てることができる。或いは、特定サブフレームでＭ個
のＰＲＢバンドリング単位にリソースを割り当て、特定サブフレームではＰＲＢ単位にリ
ソースを割り当ていることができる。
【０１８０】
　（２－１－４．　異種ネットワーク（ＨｅｔＮｅｔ）支援（ＨｅｔＮｅｔ　Ｓｕｐｐｏ
ｒｔ））
　異種ネットワーク（Ｈｅｔｅｒｏｇｅｎｅｏｕｓ　Ｎｅｔｗｏｒｋ；ＨｅｔＮｅｔ）に
おいて干渉信号の除去のために、本明細書で言及した情報をＵＥに提供するとき、干渉除
去のための更なる情報を提供することができる。すなわち、マクロｅＮＢがＡＢＳ（Ａｌ
ｍｏｓｔ　Ｂｌａｎｋ　Ｓｕｂｆｒａｍｅ）を運営していると、特定マクロｅＮＢは、上
記マクロｅＮＢのＡＢＳパターンにしたがって、ＰＤＳＣＨを送信するか否かを決定する
ことができる。仮にＡＢＳで低い送信電力でＰＤＳＣＨを送信していると、当該信号は周
辺ピコＵＥに支配的な干渉源として作用する可能性が低い。このため、ＡＢＳパターンに
したがって、上記の表６のような干渉候補群を分けてＵＥにシグナルすることができる。
【０１８１】
　例えば、ピコＵＥに複数個のサブフレーム集合を知らせ、各サブフレーム集合別に干渉
候補群を分ける。干渉候補群とは、前述した表６に掲げた情報を意味する。各サブフレー
ム集合別に上記の表６のような情報をそれぞれシグナルすることができる。又は、マクロ
ｅＮＢは、上記ＡＢＳに該当するサブフレーム集合に対してのみ、上記表６のような情報
をシグナルすることもできる。
【０１８２】
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　一方、上述した２．１とその以下の項目で説明した各情報は全てターゲットＵＥに送信
されてもよく、その一部がターゲットＵＥに提供されてもよい。
【０１８３】
　（２－２．　干渉信号がＣＲＳ－ベースの信号である場合）
　干渉信号がＣＲＳベースのＰＤＳＣＨである場合、ターゲットＵＥに受信信号からこの
ようなＣＲＳベースの干渉信号を除去させるために、ネットワークがシグナルしなければ
ならない情報について述べる。干渉信号がＣＲＳベースのＰＤＳＣＨであるから、まずは
ＣＲＳシーケンスのシード値を把握しなければならない。このシード値は、干渉を誘発す
る上記ＣＲＳを送信するセルの物理セルＩＤであり、さらに、ＵＥは、ＣＲＳポートの数
、ＣＲＳポートの位置、ＣＲＳの有無に関する情報、そしてＣＲＳが存在しないサブフレ
ームにおける送信方式及びＲＳ情報を把握するためにＭＢＳＦＮサブフレーム構成を知る
必要がある。
【０１８４】
　また、ＣＲＳの送信電力が実際ＰＤＳＣＨ送信電力と異なりうるため、ＣＲＳ送信電力
対比ＰＤＳＣＨ送信電力比率も、上記ターゲットＵＥにシグナルされる必要がある。上記
ＣＲＳ送信電力対比ＰＤＳＣＨ送信電力比率は、ＣＲＳが送信されるシンボルとＣＲＳが
送信されないシンボルにおける比率が全てシグナルされる必要がある。
【０１８５】
　前述したＣＲＳを送信するセルの物理セルＩＤ、ＣＲＳポートの数、ＣＲＳポートの位
置、ＣＲＳの有無に関する情報などを“ＣＲＳ関連情報”と称すると、上記ターゲットＵ
Ｅは、シグナルされたＣＲＳ関連情報を用いて干渉信号チャネルを推定し、シグナルされ
たＣＲＳ送信電力対比ＰＤＳＣＨ送信電力比率を用いて、実際にＣＲＳ－ベースのＰＤＳ
ＣＨ干渉が存在するか否かを決定することができる。
【０１８６】
　干渉信号がＣＲＳベースのＰＤＳＣＨである場合、上記干渉信号を除去しなければなら
ないＵＥが必ず知るべき情報の一つは、上記干渉信号の送信のために用いられたＴＰＭＩ
（Ｔｒａｎｓｍｉｔｔｅｄ　Ｐｒｅｃｏｄｉｎｇ　Ｍａｔｒｉｘ　Ｉｎｄｅｘ）である。
しかし、毎サブフレームごとにチャネル状態によって動的に変動するＴＰＭＩを提供する
ことには無理があり、だからといって、特定ＵＥのＴＰＭＩを固定させることは当該ＵＥ
の性能を低下させるため好ましくない。また、全体ＰＭＩのうち干渉ＵＥが実際に用いて
いる（すなわち、干渉信号を送信するために用いられた）ＰＭＩをターゲットＵＥにブラ
インドに探索させることは、上記ターゲットＵＥには過度な負担となる。したがって、干
渉ＵＥの性能を過度に低下させないレベルで上記干渉ＵＥのＰＭＩに制限を加えることが
できる。
【０１８７】
　このような概念として、コードブック部分集合制限を加えることができる。例えば、特
定ＵＥが全体１６個のＰＭのうちの一部ＰＭのみを用いて報告するように制約を加えるこ
とができる。これと同時に、このような情報をターゲットＵＥに伝達することによって、
上記ターゲットＵＥがコードブック内で干渉ＵＥの使用が制限されたＰＭを除く残りＰＭ
（すなわち、干渉ＵＥが使用できるＰＭの集合）に対してブラインドにＴＰＭＩを検出し
て干渉信号を除去するようにすることができる。
【０１８８】
　すなわち、このようなコードブック部分集合制限情報を提供することによって、干渉Ｕ
Ｅが使用するＴＰＭＩの候補を知らせる。これで、干渉ＵＥのランクにも制限を加えるこ
とができ、これと別に、明示的に干渉ＵＥ（又は、干渉信号）のランク制限情報が提供す
ることができる。ランク制限情報、ＰＤＳＣＨ開始シンボルインデックス、変調次数（又
は、ＭＣＳレベル）制限情報及びＨｅｔＮｅｔ支援に関する内容などは、前述した２－１
のＤＭ－ＲＳベースの信号である場合と同一である。
【０１８９】
　さらに、干渉信号がＣＲＳベースのＰＤＳＣＨであるとしても、ＰＤＳＣＨ送信方式を
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知らせるための目的で、支配的な干渉ＵＥの送信モード（Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｍ
ｏｄｅ；ＴＭ）情報を併せて伝達することができる。
【０１９０】
　次に、干渉信号がＣＲＳベースの信号である場合にターゲットＵＥにシグナルされても
よい情報を例示する。
【０１９１】
【表８】

【０１９２】
　（２－２－１．　ＣＲＳシーケンス探索手順）
　ＣＲＳベースの干渉信号を除去するときにも、ＵＥがロング－タームで隣接セルのＣＲ
Ｓを測定及びモニタしなければならないが、上記の表８の場合のように、特定セルのＣＲ
Ｓ関連情報を受信したＵＥは、ＣＲＳベースの干渉信号を検出する際、ＣＲＳ受信信号強
度が一定レベル以上に収まる場合にのみ、当該ＣＲＳを使用するＰＤＳＣＨが干渉として
入る可能性があると判断し、受信信号強度が特定値以上であるＣＲＳのみを用いて干渉信
号のチャネル推定及び除去を行うことができる。
【０１９３】
　（２－２－２．　サブバンドサイズ整列）
　干渉除去に役立つ情報を受信して干渉信号を除去しようとするとき、さらに考慮しなけ
ればならない事項は、干渉信号のサブバンドサイズ整列（ｓｕｂｂａｎｄ　ｓｉｚｅ　ａ
ｌｉｇｎｍｅｎｔ）に関するものである。要求される信号の割り当てられた周波数領域と
干渉信号の割り当てられた周波数領域に対する考慮が必要である。干渉信号のリソース割
り当て情報を直接知らせない限り、ターゲットＵＥにとっての干渉除去のための基本的な
単位（ｇｒａｎｕｌａｒｉｔｙ）がｅＮＢ間に互いに約束されなければならず、これは、
１つのＵＥに対するリソース割り当ての基本単位とならなければならない。
【０１９４】
　また、ＣＲＳベースのＰＤＳＣＨ干渉を除去しようとするとき、ターゲットＵＥが干渉
を除去しようとする周波数領域の単位において干渉信号のＴＰＭＩは変動無しで同一であ
るという前提が必要である。好ましくは、ターゲットＵＥがＣＱＩ報告に使用するサブバ
ンドサイズと干渉除去の対象となる周波数領域のサイズが同一でなければならない。すな
わち、サービングセルからターゲットＵＥへのリソース割り当て時にサブバンド単位にＰ
ＭＩが決定され、隣接セルから干渉ＵＥへのリソース割り当て時にＰＭＩが同一に維持さ
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れる単位が上記サブバンドとして決定されなければならない。したがって、ターゲットＵ
Ｅは、自身のサブバンドサイズと干渉ＵＥのサブバンドサイズとが同一であるという前提
下に、自身に割り当てられた周波数領域における干渉除去を行うことができる。この場合
、ｅＮＢ間にサブバンドサイズ及びリソース割り当てに対する約束が事前に行われなけれ
ばならない。
【０１９５】
　同様に、ＴＰＭＩが同一に維持される単位としてＰＲＢグルーピング（ｇｒｏｕｐｉｎ
ｇ）も可能である。ＰＲＢグルーピング内で干渉ＵＥ及びターゲットＵＥのＴＰＭＩが同
一に維持される。いくつのＰＲＢをグルーピングしてこのような目的に使用するかなどに
関する情報も、ｅＮＢ間に事前に約束されなければならない。
【０１９６】
　一方、前述した２．２とその以下の項目で説明した各情報が全てターゲットＵＥに送信
されてもよく、それらの一部がターゲットＵＥに提供されてもよい。
【０１９７】
　（２－３．　ＤＭ－ＲＳベースの信号とＣＲＳベースの信号とが干渉信号として混在し
ている場合）
　現実的には、ターゲットＵＥに対する干渉信号は、ＤＭ－ＲＳベースのＰＤＳＣＨとＣ
ＲＳベースのＰＤＳＣＨとが混在しており、上記ターゲットＵＥが受信信号から干渉信号
を除去するためには、当該信号がＤＭ－ＲＳベースのＰＤＳＣＨか又はＣＲＳベースのＰ
ＤＳＣＨかを区別可能でなければならず、このような判断に基づいて上記受信信号内の干
渉量を推定し、該受信信号から干渉を除去しなければならない。
【０１９８】
　したがって、ＤＭ－ＲＳベースのＰＤＳＣＨとＣＲＳベースのＰＤＳＣＨとが混在して
いるとき、ネットワークが提供すべき情報及びＵＥの動作について述べる。次の表は、上
記の表６及び表８で説明された情報を含み、それに関する説明も、表６及び表８に関する
説明を参照するものとする。
【０１９９】
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【表９】

【０２００】
　上記の表９に、干渉信号がどのようなＲＳを用いて変調されたか把握できない場合、タ
ーゲットＵＥに提供しなければならない情報を掲げた。まず、ｅＮＢは、シグナルされた
ＴＭを用いて、当該干渉信号がＣＲＳベースのＰＤＳＣＨか又はＤＭ－ＲＳベースのＰＤ
ＳＣＨかをシグナルする。そして、シグナルされたＴＭに基づいて干渉信号の送信方式が
把握できる。
【０２０１】
　ＣＲＳベースのＴＭである場合（例えば、ＴＭ４）、ｅＮＢはＣＲＳ関連情報を提供し
、このとき、ＤＭ－ＲＳ関連情報は提供されないことが好ましい。すなわち、ＣＲＳベー
スのＴＭの場合にはＱＣＬ仮定が必要でなく、よって、このような情報は省略されてもよ
い。
【０２０２】
　ＤＭ－ＲＳベースのＴＭの場合（例えば、ＴＭ１０）、ｅＮＢは、ＣＲＳ関連情報に加
えてＤＭ－ＲＳ関連情報も提供することができる。
【０２０３】
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　ターゲットＵＥは、表９のような情報を受信し、干渉信号を除去する際、ＣＲＳはＰＤ
ＳＣＨの送信に関係なく常に送信される信号であるから、まず、与えられたＴＭを用いて
ＤＭ－ＲＳベースのＰＤＳＣＨがあると仮定し、ＤＭ－ＲＳシーケンスをブラインド検出
する。その後、ＤＭ－ＲＳ干渉信号がないと判断されると、或いはＤＭ－ＲＳベースの干
渉信号を除去した後に、ＣＲＳベースの干渉信号に対する推定を行う。
【０２０４】
　図６は、本発明の実施例を実行する送信装置１０及び受信装置２０の構成要素を示すブ
ロック図である。送信装置１０及び受信装置２０は、情報及び／又はデータ、信号、メッ
セージなどを運ぶ有線及び／又は無線信号を送信又は受信できる送受信ユニット１３，２
３と、無線通信システム内の通信と関連した各種情報を記憶するメモリー１２，２２と、
送受信ユニット１３，２３及びメモリー１２，２２の構成要素と動作的に接続してこれら
の構成要素を制御し、当該装置が前述の本発明の実施例の少なくとも一つを実行するよう
にメモリー１２，２２及び／又は送受信ユニット１３，２３を制御するように構成された
プロセッサ１１，２１をそれぞれ備える。
【０２０５】
　メモリー１２，２２は、プロセッサ１１，２１の処理及び制御のためのプログラムを格
納することができ、入／出力される情報を臨時記憶することができる。メモリー１２，２
２がバッファーとして活用されてもよい。プロセッサ１１，２１は、一般に、送信装置又
は受信装置内の各種モジュールの動作全般を制御する。特に、プロセッサ１１，２１は、
本発明を実行するための各種制御機能を果たすことができる。プロセッサ１１，２１をコ
ントローラ（ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｒ）、マイクロコントローラ（ｍｉｃｒｏｃｏｎｔｒｏ
ｌｌｅｒ）、マイクロプロセッサ（ｍｉｃｒｏｐｒｏｃｅｓｓｏｒ）、マイクロコンピュ
ータ（ｍｉｃｒｏｃｏｍｐｕｔｅｒ）などと呼ぶこともできる。プロセッサ１１，２１は
、ハードウェア（ｈａｒｄｗａｒｅ）又はファームウェア（ｆｉｒｍｗａｒｅ）、ソフト
ウェア、又はこれらの結合によって具現されてもよい。ハードウェアを用いて本発明を具
現する場合は、本発明を実行するように構成されたＡＳＩＣｓ（ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ
　ｓｐｅｃｉｆｉｃ　ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　ｃｉｒｃｕｉｔｓ）、ＤＳＰｓ（ｄｉｇｉ
ｔａｌ　ｓｉｇｎａｌ　ｐｒｏｃｅｓｓｏｒｓ）、ＤＳＰＤｓ（ｄｉｇｉｔａｌ　ｓｉｇ
ｎａｌ　ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　ｄｅｖｉｃｅｓ）、ＰＬＤｓ（ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌ
ｅ　ｌｏｇｉｃ　ｄｅｖｉｃｅｓ）、ＦＰＧＡｓ（ｆｉｅｌｄ　ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌ
ｅ　ｇａｔｅ　ａｒｒａｙｓ）などがプロセッサ４００ａ，４００ｂに設けられてもよい
。一方、ファームウェアやソフトウェアを用いて本発明を具現する場合は、本発明の機能
又は動作を実行するモジュール、手順又は関数などを含むようにファームウェアやソフト
ウェアが構成されてもよい。本発明を実行できるように構成されたファームウェア又はソ
フトウェアは、プロセッサ１１，２１内に設けられたりメモリー１２，２２に格納されて
プロセッサ１１，２１によって駆動されてもよい。
【０２０６】
　送信装置１０におけるプロセッサ１１は、プロセッサ１１又はプロセッサ１１に接続し
ているスケジューラからスケジューリングされて外部に送信される信号及び／又はデータ
に対して所定の符号化（ｃｏｄｉｎｇ）及び変調（ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ）を行った後送
受信ユニット１３に送信する。例えば、プロセッサ１１は、送信しようとするデータ列を
逆多重化、チャネル符号化、スクランブリング、及び変調などをしてＫ個のレイヤに変換
する。符号化されたデータ列はコードワードとも呼ばれ、ＭＡＣ層が提供するデータブロ
ックである伝送ブロックと等価である。一伝送ブロック（ｔｒａｎｓｐｏｒｔ　ｂｌｏｃ
ｋ、ＴＢ）は一コードワードに符号化され、各コードワードは一つ以上のレイヤの形態で
受信装置に送信される。周波数アップ変換のために送受信ユニット１３はオシレータ（ｏ
ｓｃｉｌｌａｔｏｒ）を含むことができる。送受信ユニット１３はＮｔ個（Ｎｔは１以上
の正の整数）の送信アンテナを含むことができる。
【０２０７】
　受信装置２０の信号処理過程は、送信装置１０の信号処理過程の逆となる。プロセッサ
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２１の制御下に、受信装置２０の送受信ユニット２３は送信装置１０から送信された無線
信号を受信する。送受信ユニット２３は、Ｎｒ個の受信アンテナを含むことができ、送受
信ユニット２３は受信アンテナから受信した信号のそれぞれを周波数ダウン変換して（ｆ
ｒｅｑｕｅｎｃｙ　ｄｏｗｎ－ｃｏｎｖｅｒｔ）基底帯域信号に復元する。送受信ユニッ
ト２３は、周波数ダウン変換のためにオシレータを含むことができる。プロセッサ２１は
、受信アンテナから受信した無線信号に対する復号（ｄｅｃｏｄｉｎｇ）及び復調（ｄｅ
ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ）を行い、送信装置１０が本来送信しようとしたデータに復元する
ことができる。
【０２０８】
　送受信ユニット１３，２３は一つ以上のアンテナを具備する。アンテナは、プロセッサ
１１，２１の制御下に、本発明の一実施例によって、送受信ユニット１３，２３で処理さ
れた信号を外部に送信したり、外部から無線信号を受信して送受信ユニット１３，２３に
伝達する機能を果たす。アンテナはアンテナポートと呼ばれることもある。各アンテナは
一つの物理アンテナに該当したり、２以上の物理アンテナ要素（ｅｌｅｍｅｎｔ）の組合
せによって構成されてもよい。各アンテナから送信された信号は受信装置２０によってそ
れ以上分解されることはない。当該アンテナに対応して送信された参照信号（ｒｅｆｅｒ
ｅｎｃｅ　ｓｉｇｎａｌ、ＲＳ）は受信装置２０の観点で見たアンテナを定義し、チャネ
ルが一物理アンテナからの単一（ｓｉｎｇｌｅ）無線チャネルであるか、或いは当該アン
テナを含む複数の物理アンテナ要素（ｅｌｅｍｅｎｔ）からの合成（ｃｏｍｐｏｓｉｔｅ
）チャネルであるかに関係なく、受信装置２０にとって当該アンテナに対するチャネル推
定を可能にする。すなわち、アンテナは、該アンテナ上のシンボルを伝達するチャネルが
同一アンテナ上の他のシンボルが伝達される上記チャネルから導出されるように定義され
る。複数のアンテナを用いてデータを送受信する多重入出力（Ｍｕｌｔｉ－Ｉｎｐｕｔ　
Ｍｕｌｔｉ－Ｏｕｔｐｕｔ、ＭＩＭＯ）機能を支援する送受信ユニットの場合は２個以上
のアンテナに接続されてもよい。
【０２０９】
　本発明の実施例において、ＵＥが上りリンクでは送信装置１０として動作し、下りリン
クでは受信装置２０として動作する。本発明の実施例において、ｅＮＢが上りリンクでは
受信装置２０として動作し、下りリンクでは送信装置１０として動作する。
【０２１０】
　送信装置１０又は受信装置２０は、上述した本発明の実施例のうちの少なくとも１つ又
は２つ以上の実施例の組合せを実行することができる。
【０２１１】
　上述したように開示された本発明の好適な実施例に関する詳細な説明は、当業者が本発
明を具現して実施し得るように提供された。以上では本発明の好適な実施例を参照して説
明したが、当該技術の分野における熟練した者には、添付の特許請求の範囲に記載された
本発明を様々に修正及び変更できるということが理解できる。したがって、本発明はここ
に示した実施の形態に制限されるものではなく、ここに開示された原理及び新規な特徴と
一致する最も広い範囲を付与するためのものである。
【産業上の利用可能性】
【０２１２】
　本発明は、端末、リレー、基地局などのような通信装置に利用可能である。
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