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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　端末装置であって、
　ＰＤＣＣＨ（Physical　Downlink　Control　Channel）を受信する受信部と
　あるサービングセルに対するサブフレームｉにおけるＰＵＳＣＨ（Physical　Uplink　
Shared　Channel）送信に対する送信電力をセットする送信部とを備え、
　前記送信部は、
　サブフレームｉ－ＫＰＵＳＣＨで受信したＰＤＣＣＨ（Physical　Downlink　Control
　Channel）に含まれるＴＰＣ（Transmission　Power　Control）コマンドによって得ら
れる値を用いて、前記ＰＵＳＣＨ送信に対する送信電力をセットし、
　フレーム構造タイプ１のサービングセルに対して、前記ＫＰＵＳＣＨの値は、４であり
、
　フレーム構造タイプ２のサービングセルに対して、前記ＫＰＵＳＣＨの値は、前記サー
ビングセルに対する上りリンク参照ＵＬ／ＤＬ設定によって与えられ、
　前記フレーム構造タイプ２のサービングセルに対するＰＤＣＣＨが前記フレーム構造タ
イプ１のサービングセルでモニタされる場合には、前記フレーム構造タイプ２のサービン
グセルに対する上りリンク参照ＵＬ／ＤＬ設定は、前記フレーム構造タイプ２のサービン
グセルに対するＵＬ／ＤＬ設定である
　端末装置。
【請求項２】



(2) JP 6425662 B2 2018.11.21

10

20

30

40

50

　前記フレーム構造タイプ２のサービングセルに対するＵＬ／ＤＬ設定が０であり、且つ
、前記ＰＤＣＣＨにＵＬインデックスが含まれている場合には、前記ＵＬインデックスの
値に基づいて、前記ＫＰＵＳＣＨの値を特定する請求項１記載の端末装置。
【請求項３】
　少なくとも１つのサービングセルに対して特定のＲＮＴＩ（Radio　Network　Temporar
y　Identifier）が設定された場合、前記フレーム構造タイプ２のサービングセルに対す
る上りリンク参照ＵＬ／ＤＬ設定に基づいて、前記ＫＰＵＳＣＨの値を特定する請求項１
記載の端末装置。
【請求項４】
　前記ＰＤＣＣＨに含まれるＤＣＩ（Downlink　Control　Information）フォーマットは
、少なくとも前記フレーム構造タイプ２のサービングセルに基づいて構成される請求項１
記載の端末装置。
【請求項５】
　基地局装置であって、
　ＰＵＳＣＨ（Physical　Uplink　Shared　Channel）を受信する受信部と、
　サブフレームｉ－ＫＰＵＳＣＨにおいて、あるサービングセルに対するＴＰＣ（Transm
ission　Power　Control）コマンドを含むＰＤＣＣＨ（Physical　Downlink　Control　C
hannel）を送信し、前記サービングセルに対するサブフレームｉにおけるＰＵＳＣＨ送信
をスケジュールする送信部とを備え、
　フレーム構造タイプ１のサービングセルに対して、前記ＫＰＵＳＣＨの値は、４であり
、
　フレーム構造タイプ２のサービングセルに対して、前記ＫＰＵＳＣＨの値は、前記サー
ビングセルに対する上りリンク参照ＵＬ／ＤＬ設定によって与えられ、
　前記フレーム構造タイプ２のサービングセルに対するＰＤＣＣＨが前記フレーム構造タ
イプ１のサービングセルでモニタされる場合には、前記フレーム構造タイプ２のサービン
グセルに対する上りリンク参照ＵＬ／ＤＬ設定は、前記フレーム構造タイプ２のサービン
グセルに対するＵＬ／ＤＬ設定である
　基地局装置。
【請求項６】
　基地局装置と通信とする端末装置における方法であって、
　ＰＤＣＣＨ（Physical　Downlink　Control　Channel）を受信し、
　あるサービングセルに対するサブフレームｉにおけるＰＵＳＣＨ（Physical　Uplink　
Shared　Channel）送信に対する送信電力を、サブフレームｉ－ＫＰＵＳＣＨで受信した
ＰＤＣＣＨに含まれるＴＰＣ（Transmission　Power　Control）コマンドによって得られ
る値を用いてセットし、
　フレーム構造タイプ１のサービングセルに対して、前記ＫＰＵＳＣＨの値は、４であり
、
　フレーム構造タイプ２のサービングセルに対して、前記ＫＰＵＳＣＨの値は、前記サー
ビングセルに対する上りリンク参照ＵＬ／ＤＬ設定によって与えられ、
　前記フレーム構造タイプ２のサービングセルに対するＰＤＣＣＨが前記フレーム構造タ
イプ１のサービングセルでモニタされる場合には、前記フレーム構造タイプ２のサービン
グセルに対する上りリンク参照ＵＬ／ＤＬ設定は、前記フレーム構造タイプ２のサービン
グセルに対するＵＬ／ＤＬ設定である
　方法。
【請求項７】
　前記フレーム構造タイプ２のサービングセルに対するＵＬ／ＤＬ設定が０であり、且つ
、前記ＰＤＣＣＨにＵＬインデックスが含まれている場合には、前記ＵＬインデックスの
値に基づいて、前記ＫＰＵＳＣＨの値を特定することを含む請求項６記載の方法。
【請求項８】
　少なくとも１つのサービングセルに対して特定のＲＮＴＩ（Radio　Network　Temporar
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y　Identifier）が設定された場合、前記フレーム構造タイプ２のサービングセルに対す
る上りリンク参照ＵＬ／ＤＬ設定に基づいて、前記ＫＰＵＳＣＨの値を特定することを含
む請求項６記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、端末装置、基地局装置および方法に関する。
　本願は、２０１３年１２月２７日に、日本に出願された特願２０１３－２７０６５４号
に基づき優先権を主張し、その内容をここに援用する。
【背景技術】
【０００２】
　３ＧＰＰ（Third Generation Partnership Project）によるＷＣＤＭＡ（Wideband Cod
e Division Multiple Access）（登録商標）、ＬＴＥ（Long Term Evolution）、ＬＴＥ
－Ａ（LTE-Advanced）やＩＥＥＥ（The Institute of Electrical and Electronics engi
neers）による無線ＬＡＮ（WLAN: Wireless Local Area Network）、ＷｉＭＡＸ（Worldw
ide Interoperability for Microwave Access）のような通信システムに含まれる、基地
局装置（セル、第１の通信装置（端末装置とは異なる通信装置）、eNodeB）および端末装
置（移動端末、移動局装置、第２の通信装置（基地局装置とは異なる通信装置）、ＵＥ（
User Equipment）、ユーザ装置）は、複数の送受信アンテナをそれぞれ備え、ＭＩＭＯ（
Multi Input Multi Output）技術を用いることにより、データ信号を空間多重し、高速な
データ通信を実現する。
【０００３】
　また、３ＧＰＰにおいて、基地局装置と端末装置とのデータ通信の高速化を実現するた
めに、複数のコンポーネントキャリアを用いて同時に通信を行なうキャリアアグリゲーシ
ョン（CA: Carrier Aggregation）が採用されている（非特許文献１）。
【０００４】
　３ＧＰＰでは、双方向の通信方式（複信方式）のフレーム構造タイプとして、周波数分
割複信（FDD: Frequency Division Duplex）および時分割複信（TDD: Time Division Dup
lex）が採用されている。また、ＦＤＤにおいて、同時に双方向の通信が可能な全二重（
フルデュプレックス）方式（Full Duplex）と一方向の通信を切り替えて双方向の通信を
実現する半二重（ハーフデュプレックス）方式（Half Duplex）が採用されている（非特
許文献２）。なお、ＴＤＤを採用したＬＴＥをＴＤ－ＬＴＥ，ＬＴＥ　ＴＤＤと呼称する
場合もある。
【０００５】
　また、３ＧＰＰでは、ＴＤＤをサポートしているコンポーネントキャリア（ＴＤＤキャ
リア）とＦＤＤをサポートしているコンポーネントキャリア（ＦＤＤキャリア）とを集約
して通信を行なうＴＤＤ－ＦＤＤキャリアアグリゲーション（TDD-FDD CA）が検討されて
いる（非特許文献３）。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００６】
【非特許文献１】3rd Generation Partnership Project Technical Specification Group
 Radio Access Network; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) and E
volved Universal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN); Overall description
; Stage 2 (Release 10), TS36.300 v10.10.0 (2013-06).
【非特許文献２】3rd Generation Partnership Project Technical Specification Group
 Radio Access Network; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Phys
ical Channels and Modulation (Release 8), TS36.211 v8.8.0 (2009-09).
【非特許文献３】"Potential solutions of TDD-FDD joint operation", R1-132886, 3GP
P TSG-RAN WG1 Meeting #74, Barcelona, Spain, 19th - 23rd Aug 2013.
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　ＴＤＤキャリアとＦＤＤキャリアによるキャリアアグリゲーションを行なうことにより
処理遅延が増大するため、適切な通信が行なえないという問題が生じる。
【０００８】
　本発明のいくつかの態様は、上記問題を鑑みてなされたものであり、適切な通信を可能
とする端末装置、基地局装置および方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　（１）この発明は上述した課題を解決するためになされたもので、本発明の一態様によ
る端末装置は、基地局装置と通信する端末装置であって、あるサービングセルに対するサ
ブフレームｉにおけるＰＵＳＣＨ（Physical Uplink Shared Channel）送信に対する送信
電力をセットする送信部を備え、前記送信部は、サブフレームｉ－ＫＰＵＳＣＨで受信し
たＰＤＣＣＨ（Physical Downlink Control Channel）に含まれるＴＰＣ（Transmission 
Power Control）コマンドによって得られる値を用いて、前記ＰＵＳＣＨ送信に対する送
信電力をセットし、フレーム構造タイプ１のサービングセルに対して、前記ＫＰＵＳＣＨ

の値は、４であり、フレーム構造タイプ２のサービングセルに対して、前記ＫＰＵＳＣＨ

の値は、前記サービングセルに対する上りリンク参照ＵＬ／ＤＬ設定によって与えられ、
前記フレーム構造タイプ２のサービングセルに対するＰＤＣＣＨが前記フレーム構造タイ
プ１のサービングセルでモニタされる場合には、前記フレーム構造タイプ２のサービング
セルに対する上りリンク参照ＵＬ／ＤＬ設定は、前記フレーム構造タイプ２のサービング
セルに対するＵＬ／ＤＬ設定である。
【００１０】
　（２）また、本発明の一態様による端末装置は、上記の端末装置であって、前記フレー
ム構造タイプ２のサービングセルに対するＵＬ／ＤＬ設定が０であり、且つ、前記ＰＤＣ
ＣＨにＵＬインデックスが含まれている場合には、前記ＵＬインデックスの値に基づいて
、前記ＫＰＵＳＣＨの値を特定する。
【００１１】
　（３）また、本発明の一態様による端末装置は、上記の端末装置であって、少なくとも
１つのサービングセルに対して特定のＲＮＴＩ（Radio Network Temporary Identifier）
が設定された場合、前記フレーム構造タイプ２のサービングセルに対する上りリンク参照
ＵＬ／ＤＬ設定に基づいて、前記ＫＰＵＳＣＨの値を特定する。
【００１２】
　（４）また、本発明の一態様による端末装置は、上記の端末装置であって、前記ＰＤＣ
ＣＨに含まれるＤＣＩ（Downlink Control Information）フォーマットは、少なくとも前
記フレーム構造タイプ２のサービングセルに基づいて構成される。
【００１３】
　（５）また、本発明の一態様による基地局装置は、サブフレームｉ－ＫＰＵＳＣＨであ
るサービングセルに対するＴＰＣ（Transmission Power Control）コマンドを含むＰＤＣ
ＣＨ（Physical Downlink Control Channel）を送信し、前記サービングセルに対するサ
ブフレームｉにおけるＰＵＳＣＨ送信をスケジュールする送信部を備え、フレーム構造タ
イプ１のサービングセルに対して、前記ＫＰＵＳＣＨの値は、４であり、フレーム構造タ
イプ２のサービングセルに対して、前記ＫＰＵＳＣＨの値は、前記サービングセルに対す
る上りリンク参照ＵＬ／ＤＬ設定によって与えられ、前記フレーム構造タイプ２のサービ
ングセルに対するＰＤＣＣＨが前記フレーム構造タイプ１のサービングセルでモニタされ
る場合には、前記フレーム構造タイプ２のサービングセルに対する上りリンク参照ＵＬ／
ＤＬ設定は、前記フレーム構造タイプ２のサービングセルに対するＵＬ／ＤＬ設定である
。
【００１４】
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　（６）また、本発明の一態様による方法は、基地局装置と通信とする端末装置における
方法であって、あるサービングセルに対するサブフレームｉにおけるＰＵＳＣＨ（Physic
al Uplink Shared Channel）送信に対する送信電力をセットするステップと、サブフレー
ムｉ－ＫＰＵＳＣＨで受信したＰＤＣＣＨ（Physical Downlink Control Channel）に含
まれるＴＰＣ（Transmission Power Control）コマンドによって得られる値を用いて、前
記ＰＵＳＣＨ送信に対する送信電力をセットするステップと、を含み、フレーム構造タイ
プ１のサービングセルに対して、前記ＫＰＵＳＣＨの値は、４であり、フレーム構造タイ
プ２のサービングセルに対して、前記ＫＰＵＳＣＨの値は、前記サービングセルに対する
上りリンク参照ＵＬ／ＤＬ設定によって与えられ、前記フレーム構造タイプ２のサービン
グセルに対するＰＤＣＣＨが前記フレーム構造タイプ１のサービングセルでモニタされる
場合には、前記フレーム構造タイプ２のサービングセルに対する上りリンク参照ＵＬ／Ｄ
Ｌ設定は、前記フレーム構造タイプ２のサービングセルに対するＵＬ／ＤＬ設定である。
【００１５】
　（７）また、本発明の一態様による方法は、上記の方法であって、前記フレーム構造タ
イプ２のサービングセルに対するＵＬ／ＤＬ設定が０であり、且つ、前記ＰＤＣＣＨにＵ
Ｌインデックスが含まれている場合には、前記ＵＬインデックスの値に基づいて、前記Ｋ

ＰＵＳＣＨの値を特定するステップを含む。
【００１６】
　（８）また、本発明の一態様による方法は、上記の方法であって、少なくとも１つのサ
ービングセルに対して特定のＲＮＴＩ（Radio Network Temporary Identifier）が設定さ
れた場合、前記フレーム構造タイプ２のサービングセルに対する上りリンク参照ＵＬ／Ｄ
Ｌ設定に基づいて、前記ＫＰＵＳＣＨの値を特定するステップを含む。
【００１７】
　このことにより、端末装置および基地局装置は、適切な送信電力制御を行なうことがで
きる。
【発明の効果】
【００１８】
　この発明のいくつかの態様によれば、基地局装置と端末装置が通信する通信システムに
おいて、端末装置は適切な送信制御および受信制御を行なうことで、通信効率を向上させ
ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明の実施形態に係る基地局装置１の構成を示す概略ブロック図である。
【図２】本発明の実施形態に係る端末装置２の構成を示す概略ブロック図である。
【図３】ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ設定におけるサブフレームパターンの構成を示す図である。
【図４】本発明の実施形態に係る端末装置２の処理１の手順を示すフローチャートである
。
【図５】本発明の実施形態に係る端末装置２の処理３の手順を示すフローチャートである
。
【図６】本発明の実施形態に係る端末装置２の処理６の手順を示すフローチャートである
。
【図７】上りリンク参照ＵＬ／ＤＬ設定に対応するＫＰＵＳＣＨの値の一例である。
【図８】下りリンク参照ＵＬ／ＤＬ設定に対応する下りリンク関連セットインデックスの
一例である。
【図９】ＦＤＤセルの上りリンク／下りリンクそれぞれに対して、参照ＵＬ／ＤＬ設定が
適用された場合の有効なサブフレームの一例である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　本実施形態の通信システムは、複数のコンポーネントキャリアを集約して通信を行なう
キャリアアグリゲーションが適用される。セルはコンポーネントキャリアを用いて構成す
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ることができるため、キャリアアグリゲーションをセルアグリゲーションと呼称する場合
もある。つまり、本実施形態の通信システムは、複数のセルを集約して通信を行なうこと
ができる。また、本実施形態の通信システムにおけるセルアグリゲーションは、複数のセ
ルのうち、ＴＤＤ方式が適用されるセル（ＴＤＤセル）とＦＤＤ方式が適用されるセル（
ＦＤＤセル）を集約して通信を行なう。すなわち、本実施形態の通信システムは、異なる
フレーム構造タイプ（Frame Structure Type）が設定された複数のセルにおけるセルアグ
リゲーションが適用される。なお、フレーム構造タイプは、デュプレックスモード（Dupl
ex mode）と呼称される場合がある。ＬＴＥおよびＬＴＥ－Ａにおいて、フレーム構造タ
イプ１はＦＤＤ、フレーム構成タイプ２はＴＤＤと定義されている。なお、デュプレック
スモードについては、ＦＤＤとＴＤＤについて記載しているが、第３のデュプレックスモ
ード（ＸＤＤ）や第４のデュプレックスモード（ＹＤＤ）が追加された場合であっても本
実施形態は適用可能である。
【００２１】
　セルアグリゲーションは、１つのプライマリーセルと１つ以上のセカンダリーセルを集
約して通信を行なうことである。また、プライマリーセルは、上りリンクコンポーネント
キャリアおよび下りリンクコンポーネントキャリアを用いて構成されるのに対し、セカン
ダリーセルは、下りリンクコンポーネントキャリアのみ用いて構成されてもよい。
【００２２】
　設定された複数のサービングセル（複数のセル）は、１つのプライマリーセルと１つま
たは複数のセカンダリーセルとを含む。プライマリーセルは、初期コネクション確立（in
itial connection establishment）プロシージャが行なわれたサービングセル、コネクシ
ョン再確立（connection re-establishment）プロシージャを開始したサービングセル、
または、ハンドオーバプロシージャにおいてプライマリーセルと指示されたセルである。
基地局装置１（またはサービングセル）と端末装置２間でＲＲＣコネクションが確立され
た時点、または、後に、セカンダリーセルが設定されてもよい。なお、１つの基地局装置
１によって複数のサービングセルが構成されてもよいし、複数の基地局装置１によって複
数のサービングセルが構成されてもよい。また、複数の基地局装置１によって１つのサー
ビングセルが構成されてもよい。
【００２３】
　また、上りリンクおよび下りリンクの周波数帯（UL/DL operating band）とデュプレッ
クスモード（ＴＤＤ、ＦＤＤ）が１つのインデックスに対応付けられている。また、１つ
のテーブルで上りリンクおよび下りリンクの周波数帯（オペレーティングバンド）とデュ
プレックスモードが管理されている。このインデックスをＥ－ＵＴＲＡオペレーティング
バンド（E-UTRA Operating Band）やＥ－ＵＴＲＡバンド（E-UTRA Band）、バンドと呼称
する場合もある。例えば、インデックス１はバンド１、インデックス２はバンド２、イン
デックスｎはバンドｎと呼称される場合もある。例えば、バンド１は、上りリンクのオペ
レーティングバンドが１９２０ＭＨｚ～１９８０ＭＨｚで、下りリンクのオペレーティン
グバンドが２１１０ＭＨｚ～２１７０ＭＨｚで、デュプレックスモードがＦＤＤである。
また、バンド３３は、上りリンクおよび下りリンクのオペレーティングバンドが１９００
ＭＨｚ～１９２０ＭＨｚで、デュプレックスモードがＴＤＤである。
【００２４】
　Ｅ－ＵＴＲＡオペレーティングバンドは、新たな上りリンクおよび下りリンクの周波数
帯が設定されてもよく、新たなデュプレックスモードが対応付けられてもよい。
【００２５】
　また、キャリアアグリゲーションが可能なバンドの組み合わせ（E-UTRA CA Band）が設
定されてもよい。例えば、バンド１とバンド５内のコンポーネントキャリアによるキャリ
アアグリゲーションは可能であることが示されてもよい。すなわち、異なるバンドのコン
ポーネントキャリアによるキャリアアグリゲーションの可否が示されてもよい。
【００２６】
　端末装置２がサポートしているバンドおよびキャリアアグリゲーションが可能なバンド
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の組み合わせは、端末装置２の機能情報（UE capability, UE-EUTRA-Capability）に設定
され、基地局装置１は、端末装置２から機能情報が送信されることによって、その端末装
置２が有している機能を把握することができる。
【００２７】
　設定された複数のセルの一部に対して、本発明が適用されてもよい。端末装置２に設定
されるセルを、サービングセルと呼称する場合もある。
【００２８】
　ＴＤＤは、上りリンク信号と下りリンク信号を時分割多重することによって、単一の周
波数帯域（キャリア周波数、コンポーネントキャリア）において下りリンクと上りリンク
の通信を可能にする技術である。ＬＴＥでは、予め設定することで、サブフレーム単位で
下りリンクと上りリンクを切り替えることができる。なお、ＴＤＤでは、下りリンク送信
が可能なサブフレーム（下りリンクサブフレーム、下りリンク送信に対して予約されたサ
ブフレーム）と上りリンク送信が可能なサブフレーム（上りリンクサブフレーム、上りリ
ンク送信に対して予約されたサブフレーム）、さらに、ガード期間（GP: Guard Period）
を設けることにより、下りリンク送信と上りリンク送信を時間領域（シンボル領域）で切
り替え可能なサブフレーム（スペシャルサブフレーム）が定義されている。なお、スペシ
ャルサブフレームにおいて、下りリンク送信が可能な時間領域（時間領域に対応するシン
ボル）を下りリンクパイロットタイムスロット（DwPTS: Downlink Pilot Time Slot）と
呼称し、上りリンク送信が可能な時間領域（時間領域に対応するシンボル）を上りリンク
パイロットタイムスロット（UpPTS: Uplink Pilot Time Slot）と呼称する。例えば、端
末装置２は、サブフレームｉが下りリンクサブフレームである場合、基地局装置１から送
信された下りリンク信号を受信することができ、サブフレームｉとは異なるサブフレーム
ｊが上りリンクサブフレームである場合、端末装置２から基地局装置１へ上りリンク信号
を送信することができる。また、サブフレームｉやサブフレームｊとは異なるサブフレー
ムｋがスペシャルサブフレームである場合、下りリンクの時間領域ＤｗＰＴＳで下りリン
ク信号を受信することができ、上りリンクの時間領域ＵｐＰＴＳで上りリンク信号を送信
することができる。
【００２９】
　また、ＬＴＥ、ＬＴＥ－ＡにおいてＴＤＤ方式で通信を行なうために、特定の情報要素
（ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ設定（TDD UL/DL configuration(s), TDD uplink-downlink config
uration(s)）、ＴＤＤ設定（TDD configuration(s), tdd-Config, TDD config）、ＵＬ／
ＤＬ（ＵＬ－ＤＬ）設定（uplink-downlink configuration(s)））で通知される。端末装
置２は、通知された情報に基づいて、あるサブフレームを上りリンクサブフレーム、下り
リンクサブフレーム、スペシャルサブフレームの何れかとみなして、送受信処理を行なう
ことができる。なお、ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ設定をサブフレーム設定（subframeConfig）や
サブフレームアサインメント（subframeAssignment）と呼称する場合もある。図３に、Ｔ
ＤＤ　ＵＬ／ＤＬ設定の一例を示す。図３は、下りリンクサブフレーム、スペシャルサブ
フレーム、上りリンクサブフレームで構成されるサブフレームパターンとインデックス（
または、値、パラメータ）の対応関係を示している。基地局装置１は、特定のＴＤＤ　Ｕ
Ｌ／ＤＬ設定を用いて通信を行なう場合、特定のＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ設定に対応するイン
デックスを端末装置２へ送信する。
【００３０】
　また、スペシャルサブフレームの構成（スペシャルサブフレーム内のＤｗＰＴＳとＵｐ
ＰＴＳとＧＰの長さ）は、複数のパターンが定義され、テーブル管理されている。複数の
パターンはそれぞれ値（インデックス）と対応付けられており、その値が通知されること
によって、端末装置は、通知された値に対応付けられたパターンに基づいて、スペシャル
サブフレームの処理を行なう。すなわち、スペシャルサブフレームの構成に関する情報（
specialSubframePatterns）も上位層シグナリングやシステム情報（システムインフォメ
ーションブロック）を用いて、基地局装置１から端末装置２へ通知することができる。端
末装置２に、スペシャルサブフレームの構成を拡大する機能がサポートされている場合、
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その機能情報（tdd-specialsubframe）を基地局装置１へ通知することによって、新たな
スペシャルサブフレームの構成が追加され、利用することができる。
【００３１】
　また、上りリンクのトラフィックと下りリンクのトラフィック（情報量、データ量、通
信量）に応じて、上りリンクリソースと下りリンクリソースの比率を変更するトラフィッ
ク適応制御技術をＴＤＤに適用してもよい。例えば、下りリンクサブフレームと上りリン
クサブフレームの比率をダイナミックに変更することができる。あるサブフレームに対し
て、下りリンクサブフレームおよび上りリンクサブフレームを適応的に切り替えることが
できる。このようなサブフレームをフレキシブルサブフレームと呼称する。基地局装置１
は、フレキシブルサブフレームにおいて、条件（状況）に応じて、上りリンク信号の受信
または下りリンク信号の送信を行なうことができる。また、端末装置２は、基地局装置１
によって、フレキシブルサブフレームにおいて上りリンク信号の送信を指示されない限り
、該フレキシブルサブフレームを下りリンクサブフレームとみなして受信処理を行なうこ
とができる。また、このような下りリンクサブフレームと上りリンクサブフレームの比率
や上りリンクと下りリンクのサブフレーム、ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ（再）設定をダイナミッ
クに変更するＴＤＤをダイナミックＴＤＤ（DTDD: Dynamic TDD）あるいはｅＩＭＴＡ（e
nhanced Interference Mitigation and Traffic Adaptation）と呼称する場合もある。例
えば、Ｌ１シグナリングでＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ設定情報が送信されてもよい。
【００３２】
　一方、ＦＤＤは、異なる周波数帯域（キャリア周波数、コンポーネントキャリア）にお
いて下りリンクと上りリンクの通信を可能にする技術である。言い換えると、ＦＤＤは、
下りリンク用のコンポーネントキャリアと上りリンク用のコンポーネントキャリアが異な
る。
【００３３】
　その通信システムは、基地局装置１がカバーするエリアをセル状に複数配置するセルラ
ー通信システムが適用されてもよい。また、単一の基地局装置１は複数のセルを管理して
もよい。また、単一の基地局装置１は複数のＲＲＨ（Remote Radio Head）を管理しても
よい。また、単一の基地局装置１は複数のローカルエリアを管理してもよい。また、単一
の基地局装置１は複数のＨｅｔＮｅｔ（Heterogeneous Network）を管理してもよい。ま
た、単一の基地局装置１は複数の小電力基地局装置（LPN: Low Power Node）を管理して
もよい。
【００３４】
　その通信システムにおいて、端末装置２は、セル固有参照信号（CRS: Cell-specific R
eference Signal(s)）に基づいて参照信号受信電力（RSRP: Reference Signal Received 
Power）を測定している。
【００３５】
　その通信システムにおいて、ＬＴＥで定義されている一部の物理チャネルや信号が配置
されないキャリア（コンポーネントキャリア）を使用し、通信を行なってもよい。ここで
、そのようなキャリアをニューキャリアタイプ（NCT: New Carrier Type）と呼称する。
例えば、ニューキャリアタイプには、セル固有参照信号や物理下りリンク制御チャネル、
同期信号（プライマリー同期信号、セカンダリー同期信号）が配置されなくてもよい。ま
た、ニューキャリアタイプが設定されたセルにおいて、モビリティ測定、時間／周波数同
期検出を行なうための物理チャネル（PDCH: Physical Discovery Channel, NDS: New Dis
covery Signal(s), DRS: Discovery Reference Signal, DS: Discovery Signal）の導入
が検討されている。なお、ＮＣＴは、追加キャリアタイプ（ACT: Additional Carrier Ty
pe）と呼称する場合もある。また、ＮＣＴに対し、既存のキャリアタイプをレガシーキャ
リアタイプ（LCT: Legacy Carrier Type）と呼称する場合もある。
【００３６】
　本発明の実施形態において、“Ｘ／Ｙ”は、“ＸまたはＹ”の意味を含む。本発明の実
施形態において、“Ｘ／Ｙ”は、“ＸおよびＹ”の意味を含む。本発明の実施形態におい
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て、“Ｘ／Ｙ”は、“Ｘおよび／またはＹ”の意味を含む。
【００３７】
　（物理チャネル）
　ＬＴＥおよびＬＴＥ－Ａで使用される主な物理チャネル（または物理信号）について説
明する。チャネルとは、信号の送信に用いられる媒体を意味する。物理チャネルとは、信
号の送信に用いられる物理的な媒体を意味する。物理チャネルは、ＬＴＥおよびＬＴＥ－
Ａおよびそれ以降の規格リリースにおいて、今後追加、または、その構造やフォーマット
形式が変更または追加される可能性があるが、そのような場合でも本発明の各実施形態の
説明に影響しない。
【００３８】
　ＬＴＥおよびＬＴＥ－Ａでは、物理チャネルのスケジューリングについて無線フレーム
を用いて管理している。１無線フレームは１０ｍｓであり、１無線フレームは１０サブフ
レームで構成される。さらに、１サブフレームは２スロットで構成される（すなわち、１
スロットは０．５ｍｓである）。また、物理チャネルが配置されるスケジューリングの最
小単位としてリソースブロックを用いて管理している。リソースブロックとは、周波数軸
を複数サブキャリア（例えば、１２サブキャリア）の集合で構成される一定の周波数領域
と、一定の送信時間間隔（例えば、１スロット、７シンボル）で構成される領域で定義さ
れる。
【００３９】
　通信精度を向上させるために、物理チャネルの冗長部に当たるサイクリックプレフィッ
クス（CP: Cyclic Prefix）が物理チャネルに付与されて送信される。ＣＰの長さによっ
て、１スロット内に配置されるシンボルの数が変わる。例えば、標準ＣＰ（Normal CP）
の場合、１スロット内に７シンボル配置することができ、拡張ＣＰ（Extended CP）の場
合、１スロット内に６シンボル配置することができる。
【００４０】
　また、サブキャリア間隔を狭くすることで、１リソースブロック内に、２４サブキャリ
ア配置することもできる。特定の物理チャネルに対して適用されてもよい。
【００４１】
　物理チャネルは、上位層から出力される情報を伝送するリソースエレメントのセットに
対応する。物理信号は、物理層で使用され、上位層から出力される情報を伝送しない。つ
まり、無線リソース制御（RRC: Radio Resource Control）メッセージやシステム情報（S
I: System Information）などの上位層の制御情報は、物理チャネルで伝送される。
【００４２】
　下りリンク物理チャネルには、物理下りリンク共用チャネル（PDSCH: Physical Downli
nk Shared Channel）、物理報知チャネル（PBCH: Physical Broadcast Channel）、物理
マルチキャストチャネル（PMCH: Physical Multicast Channel）、物理制御フォーマット
インディケータチャネル（PCFICH: Physical Control Format Indicator Channel）、物
理下りリンク制御チャネル（PDCCH: Physical Downlink Control Channel）、物理ハイブ
リットＡＲＱインディケータチャネル（PHICH: Physical Hybrid ARQ Indicator Channel
）、拡張物理下りリンク制御チャネル（EPDCCH: Enhanced Physical Downlink Control C
hannel）がある。また、下りリンク物理信号は、種々の参照信号と種々の同期信号がある
。下りリンク参照信号（DL-RS: Downlink Reference Signal）には、セル固有参照信号（
CRS: Cell specific Reference Signal）、端末装置固有参照信号（UERS: UE specific R
eference Signal）、チャネル状態情報参照信号（CSI-RS: Channel State Information R
eference Signal）がある。同期信号（Synchronization Signal）には、プライマリー同
期信号（PSS: Primary Synchronization Signal）とセカンダリー同期信号（SSS: Second
ary Synchronization Signal）がある。
【００４３】
　上りリンク物理チャネルには、物理上りリンク共用チャネル（PUSCH: Physical Uplink
 Shared Channel）、物理上りリンク制御チャネル（PUCCH: Physical Uplink Control Ch
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annel）、物理ランダムアクセスチャネル（PRACH: Physical Random Access Channel）が
ある。また、上りリンク物理信号には、種々の参照信号がある。上りリンク参照信号には
、復調参照信号（DMRS: Demodulation Reference Signal）とサウンディング参照信号（S
RS: Sounding Reference Signal）がある。
【００４４】
　同期信号（Synchronization Signal）は、３種類のＰＳＳと、周波数領域で互い違いに
配置される３１種類の符号から構成されるＳＳＳとで構成され、ＰＳＳとＳＳＳとの組み
合わせによって、基地局装置１を識別する５０４通りの物理層セル識別子（PCI: Physica
l layer Cell Identity, Physical Cell Identity, Physical Cell Identifier）と無線
同期のためのフレームタイミングが示される。端末装置２は、セルサーチによって受信し
た同期信号のセル識別子を特定する。なお、セル識別子は、セルＩＤと呼称される場合も
ある。物理層セル識別子は、物理セルＩＤと呼称される場合もある。
【００４５】
　物理報知チャネル（PBCH: Physical Broadcast Channel）は、セル内の端末装置２で共
通に用いられる制御パラメータ（報知情報やシステムインフォメーション）を通知する目
的で送信される。また、ＰＢＣＨで通知されない報知情報（例えば、ＳＩＢ１や一部のシ
ステムインフォメーション）は、ＤＬ－ＳＣＨを介して、ＰＤＳＣＨで送信される。報知
情報として、セル個別の識別子を示すセルグローバル識別子（CGI: Cell Global Identif
ier）、ページングによる待ち受けエリアを管理するトラッキングエリア識別子（TAI: Tr
acking Area Identifier）、ランダムアクセス設定情報（送信タイミングタイマーなど）
、共通無線リソース設定情報（共有無線リソース設定情報）などが通知される。
【００４６】
　ＤＬ－ＲＳは、その用途によって複数のタイプに分類される。例えば、セル固有参照信
号（CRS: Cell-specific reference signals）は、セル毎に所定の電力で送信されるパイ
ロット信号であり、所定の規則に基づいて周波数領域および時間領域で周期的に繰り返さ
れるＤＬ－ＲＳである。端末装置２は、ＣＲＳを受信することでセル毎の受信品質を測定
する。また、端末装置２は、ＣＲＳと同じアンテナポートで送信されるＰＤＣＣＨ／ＥＰ
ＤＣＣＨ、またはＰＤＳＣＨの復調のための参照信号としてもＣＲＳを使用してもよい。
ＣＲＳに使用される系列は、セル毎に識別可能な系列が用いられる。ＣＲＳは、基地局装
置１より全ての下りリンクサブフレームで送信されてもよいが、端末装置２は、指定され
た下りリンクサブフレームでのみ受信してもよい。
【００４７】
　また、ＤＬ－ＲＳは下りリンクの伝搬路変動の推定にも用いられる。伝搬路変動の推定
に用いられるＤＬ－ＲＳのことをチャネル状態情報参照信号（CSI-RS: Channel State In
formation Reference Signals）あるいはＣＳＩ参照信号と呼称してもよい。また、実際
には信号の送られない、または、ゼロパワーで送信されるＣＳＩ－ＲＳは、ゼロパワーチ
ャネル状態情報参照信号（ZP CSI-RS: Zero Power Channel State Information Referenc
e Signals）あるいはゼロパワーＣＳＩ参照信号と呼称してもよい。また、実際に信号が
送信されるＣＳＩ－ＲＳは、非ゼロパワーチャネル状態情報参照信号（NZP CSI-RS: Non 
Zero Power Channel State Information Reference Signals）あるいは非ゼロパワーＣＳ
Ｉ参照信号と呼称してもよい。
【００４８】
　また、干渉成分を測定するために用いられる下りリンクリソースの事をチャネル状態情
報干渉測定リソース（CSI-IMR: Channel State Information - Interference Measuremen
t Resource）あるいはＣＳＩ－ＩＭリソースと呼称してもよい。ＣＳＩ－ＩＭリソースに
含まれるゼロパワーＣＳＩ－ＲＳを用いて、端末装置２はＣＱＩの値を算出するために干
渉信号の測定を行なってもよい。また、端末装置２毎に個別に設定されるＤＬ－ＲＳは、
端末装置固有参照信号（UERS: UE specific Reference Signals）または個別参照信号（D
edicated Reference Signals）、下りリンク復調参照信号（DL DMRS: Downlink Demodula
tion Reference Signals）などと称され、端末装置２毎の参照信号であり、ＵＥＲＳと同
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じアンテナポートで送信されるＰＤＣＣＨ、またはＰＤＳＣＨの復調に用いられる。
【００４９】
　なお、これらのＤＬ－ＲＳの系列は、擬似ランダム系列（Pseudo-random sequence）に
基づいて生成されてもよい。また、これらのＤＬ－ＲＳの系列は、Ｚａｄｏｆｆ－Ｃｈｕ
系列に基づいて生成されてもよい。また、これらのＤＬ－ＲＳの系列は、ゴールド系列に
基づいて生成されてもよい。また、これらのＤＬ－ＲＳの系列は、擬似ランダム系列やＺ
ａｄｏｆｆ－Ｃｈｕ系列、ゴールド系列の亜種または変形であってもよい。
【００５０】
　物理下りリンク共用チャネル（PDSCH: Physical Downlink Shared Channel）は、下り
リンクデータ（ＤＬ－ＳＣＨ）を送信するために使用される。また、ＰＤＳＣＨは、シス
テムインフォメーションがＤＬ－ＳＣＨで送信される場合にも使用される。ＰＤＳＣＨの
リソース割り当てに関する情報（Resource Block assignment, Resource allocation）は
、ＰＤＣＣＨ（ＤＣＩフォーマット）を用いて、送信される。また、ＰＤＳＣＨは、下り
リンクと上りリンクに関するパラメータ（情報要素、ＲＲＣメッセージ）を通知するため
にも使用される。
【００５１】
　物理下りリンク制御チャネル（PDCCH: Physical Downlink Control Channel）は、各サ
ブフレームの先頭からいくつかのＯＦＤＭシンボルで送信され、端末装置２に対して基地
局装置１のスケジューリングに従ったリソース割り当て情報や、送信電力の増減の調整量
を指示する目的で使用される。端末装置２は、レイヤー３メッセージ（ページング、ハン
ドオーバコマンド、ＲＲＣメッセージなど）を送受信する前に自局宛のＰＤＣＣＨを監視
（モニタ）し、送信時には上りリンクグラント、受信時には下りリンクグラント（下りリ
ンクアサインメントとも呼称される）と呼ばれるリソース割り当て情報を自局宛のＰＤＣ
ＣＨから取得する必要がある。なお、ＰＤＣＣＨは、上述したＯＦＤＭシンボルで送信さ
れる以外に、基地局装置１から端末装置２に対して個別（ｄｅｄｉｃａｔｅｄ）に割り当
てられるリソースブロックの領域で送信されるように構成することも可能である。この基
地局装置１から端末装置２に対して個別（ｄｅｄｉｃａｔｅｄ）に割り当てられるリソー
スブロック（RB: Resource Block）の領域で送信されるＰＤＣＣＨは拡張物理下りリンク
制御チャネル（EPDCCH: Enhanced PDCCH）と呼称される場合もある。また、上述したＯＦ
ＤＭシンボルで送信されるＰＤＣＣＨは第１の制御チャネルと呼称される場合もある。ま
た、ＥＰＤＣＣＨは第２の制御チャネルと呼称される場合もある。また、ＰＤＣＣＨが割
り当て可能なリソース領域は第１の制御チャネル領域、ＥＰＤＣＣＨが割り当て可能なリ
ソース領域は第２の制御チャネル領域と呼称される場合もある。なお、本発明において、
ＰＤＣＣＨには基本的にＥＰＤＣＣＨを含んでいるものとする。
【００５２】
　基地局装置１は、スペシャルサブフレームのＤｗＰＴＳにおいて、ＰＣＦＩＣＨ、ＰＨ
ＩＣＨ、ＰＤＣＣＨ、ＥＰＤＣＣＨ、ＰＤＳＣＨ、同期信号（ＰＳＳ／ＳＳＳ）、ＤＬ－
ＲＳを送信してもよい。また、基地局装置１は、スペシャルサブフレームのＤｗＰＴＳに
おいて、ＰＢＣＨを送信しなくてもよい。
【００５３】
　また、端末装置２は、スペシャルサブフレームのＵｐＰＴＳにおいて、ＰＲＡＣＨ、お
よびＳＲＳを送信してもよい。その際、ＰＲＡＣＨは、フォーマット４（ＰＲＡＣＨフォ
ーマット４）で送信されてもよい。また、端末装置２は、スペシャルサブフレームのＵｐ
ＰＴＳにおいて、ＰＵＣＣＨ、ＰＵＳＣＨ、およびＤＭＲＳを送信しなくてもよい。
【００５４】
　また、端末装置２は、スペシャルサブフレームがＧＰおよびＵｐＰＴＳのみによって構
成されている場合には、スペシャルサブフレームのＵｐＰＴＳにおいて、ＰＵＣＣＨおよ
び／またはＰＵＳＣＨおよび／またはＤＭＲＳを送信してもよい。
【００５５】
　ここで、端末装置２は、ＰＤＣＣＨ候補（PDCCH candidates）および／またはＥＰＤＣ
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ＣＨ候補（EPDCCH candidates）のセットをモニタする。以下、説明の簡略化のために、
ＰＤＣＣＨは、ＥＰＤＣＣＨを含んでもよい。ＰＤＣＣＨ候補とは、基地局装置１によっ
て、ＰＤＣＣＨがマップおよび送信される可能性のある候補を示している。また、ＰＤＣ
ＣＨ候補は、１つまたは複数の制御チャネル要素（CCE: Control Channel Element）から
構成される。また、モニタとは、モニタされる全てのＤＣＩフォーマットに応じて、ＰＤ
ＣＣＨ候補のセット内のＰＤＣＣＨそれぞれに対して、端末装置２がデコード（復号）を
試みるということまで含まれてもよい。
【００５６】
　ここで、端末装置２が、モニタするＰＤＣＣＨ候補のセットは、サーチスペースとも称
される。サーチスペースとは、基地局装置１によってＰＤＣＣＨの送信に用いられる可能
性のあるリソースのセットである。ＰＤＣＣＨ領域には、コモンサーチスペース（CSS: C
ommon Search Space）と端末装置スペシフィックサーチスペース（USS: UE-specific Sea
rch Space）が構成（定義、設定）される。なお、ＣＳＳとＵＳＳはプライマリーセルに
おいて、重複されてもよい。
【００５７】
　ＣＳＳは、複数の端末装置２に対する下りリンク制御情報の送信に用いられる。すなわ
ち、ＣＳＳは、複数の端末装置２に対して共通のリソースによって定義される。また、Ｕ
ＳＳは、ある特定の端末装置２に対する下りリンク制御情報の送信に用いられる。すなわ
ち、ＵＳＳは、ある特定の端末装置２に対して個別に設定される。また、ＵＳＳは、複数
の端末装置２に対して重複して設定されてもよい。
【００５８】
　端末装置２は、プライマリーセルのノンＤＲＸサブフレーム毎に、アグリゲーションレ
ベル４と８それぞれで１つのＣＳＳをモニタする。
【００５９】
　端末装置２は、ＣＩＦ（Carrier Indicator Field）を伴わないＰＤＣＣＨ（ＤＣＩフ
ォーマット）に対するＣＳＳをモニタする。基地局装置１は、ＣＳＳに対して、ＣＩＦを
伴うＰＤＣＣＨを送信しない。
【００６０】
　下りリンク制御情報（ＤＣＩ）は、特定のフォーマット（構成、形式）で基地局装置１
から端末装置２へ送信される。このフォーマットをＤＣＩフォーマットと呼称してもよい
。なお、ＤＣＩフォーマットを送信するとは、あるフォーマットのＤＣＩを送信すること
を含む。ＤＣＩフォーマットは、ＤＣＩを送信するためのフォーマットと言い換えること
ができる。基地局装置１から端末装置２へ送信されるＤＣＩフォーマットには複数のフォ
ーマットが用意されている（例えば、ＤＣＩフォーマット０／１／１Ａ／１Ｂ／１Ｃ／１
Ｄ／２／２Ａ／２Ｂ／２Ｃ／２Ｄ／３／３Ａ／４）。ＤＣＩフォーマットには、種々の下
りリンク制御情報に対応するフィールド（ビットフィールド）がセットされている。
【００６１】
　基地局装置１は、複数の端末装置２に対して共通のＤＣＩ（単一のＤＣＩ）をあるＤＣ
Ｉフォーマットで送信する場合には、ＰＤＣＣＨ（またはＥＰＤＣＣＨ）ＣＳＳで送信し
、端末装置２に対して個別にＤＣＩをあるＤＣＩフォーマットで送信する場合には、ＰＤ
ＣＣＨ（またはＥＰＤＣＣＨ）ＵＳＳで送信する。
【００６２】
　ＤＣＩフォーマットで送信されるＤＣＩには、ＰＵＳＣＨやＰＤＳＣＨのリソース割り
当て、変調符号化方式、サウンディング参照信号要求（ＳＲＳリクエスト）、チャネル状
態情報要求（ＣＳＩリクエスト）、単一のトランスポートブロックの初送または再送の指
示、ＰＵＳＣＨに対する送信電力制御コマンド、ＰＵＣＣＨに対する送信電力制御コマン
ド、ＵＬ　ＤＭＲＳのサイクリックシフトおよびＯＣＣ（Orthogonal Cover Code）のイ
ンデックスなどがある。この他にも種々のＤＣＩは仕様書（規格）において定義されてい
る。
【００６３】
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　上りリンク送信制御（例えば、ＰＵＳＣＨのスケジューリングなど）に用いられるフォ
ーマットを上りリンクＤＣＩフォーマット（例えば、ＤＣＩフォーマット０／４）または
上りリンクに関連するＤＣＩと呼称してもよい。なお、上りリンク送信制御に用いられる
ＤＣＩフォーマットを上りリンクグラント（UL grant: Uplink grant）と呼称する場合も
ある。下りリンク受信制御（例えば、ＰＤＳＣＨのスケジューリングなど）に用いられる
フォーマットを下りリンクＤＣＩフォーマット（例えば、ＤＣＩフォーマット１／１Ａ／
１Ｂ／１Ｃ／１Ｄ／２／２Ａ／２Ｂ／２Ｃ／２Ｄ）または下りリンクに関連するＤＣＩと
呼称してもよい。なお、下りリンク受信制御に用いられるＤＣＩフォーマットを下りリン
クグラント（DL grant: Downlink grant）または下りリンクアサインメント（DL assignm
ent: Downlink assignment）と呼称される場合もある。複数の端末装置２それぞれの送信
電力を調整するために用いられるフォーマットをグループトリガリングＤＣＩフォーマッ
ト（例えば、ＤＣＩフォーマット３／３Ａ）と呼称してもよい。
【００６４】
　例えば、ＤＣＩフォーマット０は、１つのサービングセルにおける１つのＰＵＳＣＨの
スケジューリングを行なうために必要なＰＵＳＣＨのリソース割り当てに関する情報や変
調方式に関する情報、ＰＵＳＣＨに対する送信電力制御（TPC: Transmit Power Control
）コマンドに関する情報などを送信するために用いられる。また、これらのＤＣＩはＰＤ
ＣＣＨ／ＥＰＤＣＣＨで送信される。ＤＣＩフォーマットは、少なくとも１つのＤＣＩで
構成されていると言える。
【００６５】
　ＤＣＩフォーマットは、同じＤＣＩフォーマットであってもＦＤＤ（ＦＤＤセル）に対
してかＴＤＤ（ＴＤＤセル）に対してかによって、送信されるＤＣＩがある。例えば、Ｄ
ＣＩフォーマット０では、ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ設定０である場合、上りリンクインデック
ス（UL index: Uplink index）が送信され、ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ設定１～６である場合、
下りリンクアサインメントインデックス（DAI: Downlink Assignment Index）が送信され
る。また、同じＤＣＩであっても、ＦＤＤとＴＤＤでビットサイズが異なる場合もある。
例えば、ＨＡＲＱプロセスナンバーは、ＦＤＤとＴＤＤでビットサイズが異なる（ＦＤＤ
に対しては３ビット、ＴＤＤに対しては４ビット）。また、ＤＣＩフォーマット２Ｂ／２
Ｃ／２Ｄの場合、ＴＤＤに対してのみ、ＳＲＳリクエストが送信される。
【００６６】
　端末装置２は、ＰＤＣＣＨ領域のＣＳＳおよび／またはＵＳＳにおいてＰＤＣＣＨをモ
ニタし、自装置宛てのＰＤＣＣＨを検出する。
【００６７】
　また、下りリンク制御情報の送信（ＰＤＣＣＨでの送信）には、基地局装置１が端末装
置２に割り当てたＲＮＴＩが利用される。具体的には、ＤＣＩフォーマット（下りリンク
制御情報でも良い）に巡回冗長検査（CRC: Cyclic Redundancy check）パリティビットが
付加され、付加された後に、ＣＲＣパリティビットがＲＮＴＩによってスクランブルされ
る。
【００６８】
　端末装置２は、ＲＮＴＩによってスクランブルされたＣＲＣパリティビットが付加され
たＤＣＩフォーマットに対してデコードを試み、ＣＲＣが成功したＤＣＩフォーマットを
、自装置宛のＤＣＩフォーマットとして検出する（ブラインドデコーディングとも呼称さ
れる）。すなわち、端末装置２は、ＲＮＴＩによってスクランブルされたＣＲＣを伴うＰ
ＤＣＣＨに対してデコードを試み、ＣＲＣが成功したＰＤＣＣＨを、自装置宛のＰＤＣＣ
Ｈとして検出する。
【００６９】
　端末装置２は、ＣＳＳおよびＵＳＳのアグリゲーションレベルとＰＤＣＣＨ候補数、Ｄ
ＣＩフォーマットのサイズ（ＤＣＩフォーマットサイズ、ＤＣＩフォーマットのペイロー
ドサイズ）に合わせて、デコードを試みる（ブラインドデコーディングを行なう）。例え
ば、ＣＳＳでは、アグリゲーションレベルは４と８があり、それぞれＰＤＣＣＨ候補数は
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、４と２の計６候補あり、サイズの異なるＤＣＩフォーマットは２種類であるため、ＣＳ
Ｓに対するブラインドデコーディング数は１２回となる。つまり、ＣＳＳで端末装置２宛
のＤＣＩがＰＤＣＣＨを用いて送信されていれば、端末装置２は、ＣＳＳで最大１２回の
ブラインドデコーディングを行なうことによって、何れかのＤＣＩフォーマットを検出す
ることができる。また、ＵＳＳでは、アグリゲーションレベルは１、２、４、８があり、
それぞれＰＤＣＣＨ候補数は、６、６、２、２の計１６候補あり、ＵＳＳにおいてはサイ
ズの異なるＤＣＩフォーマットは３種類であるため、ＵＳＳに対するブラインドデコーデ
ィング数は４８回となる。つまり、ＵＳＳで端末装置２宛のＤＣＩがＰＤＣＣＨを用いて
送信されていれば、端末装置２は、ＵＳＳで最大４８回のブラインドデコーディングを行
なうことによって、何れかのＤＣＩフォーマットを検出することができる。すなわち、端
末装置２は、自局宛のＤＣＩがＰＤＣＣＨを用いて送信されていれば、最大６０回のブラ
インドデコーディングを行なうことによって、何れかのＤＣＩフォーマットを検出するこ
とができる。なお、ブラインドデコーディング数は、サイズの異なるＤＣＩフォーマット
の数（４０ビットや４４ビットなど異なるサイズのＤＣＩフォーマット）やサーチスペー
スのアグリゲーションレベルやＰＤＣＣＨ候補数、クロスキャリアスケジューリングを行
なうコンポーネントキャリア（セル）の数によって決定する。また、端末装置２は、サイ
ズが同じであれば、異なる種類のＤＣＩフォーマットであっても１つのＤＣＩフォーマッ
トとしてブラインドデコーディングを行なう。例えば、ＤＣＩフォーマット０とＤＣＩフ
ォーマット１Ａのサイズは同じであるため、１つのＤＣＩフォーマットとみなされてブラ
インドデコーディングが行なわれる。また、端末装置２がモニタするＤＣＩフォーマット
は、各サービングセルに設定された送信モードに依存する。端末装置２は、ＤＣＩフォー
マット０かＤＣＩフォーマット１Ａのどちらであるかを、ＤＣＩフォーマットで送信され
るＤＣＩフォーマット０／１Ａを識別するためのＤＣＩ（Flag for format0/format1A di
fferentiation）に基づいて、識別することができる。同様の方法を用いて、同じフォー
マットサイズ（ペイロードサイズ、ビットサイズ）の異なるＤＣＩフォーマットを切り替
えるフィールドが各ＤＣＩフォーマットにセットされてもよい。すなわち、あるＤＣＩフ
ォーマットが第１のＤＣＩフォーマットであるか第２のＤＣＩフォーマットであるかを示
すＤＣＩフィールドが第１のＤＣＩフォーマットおよび第２のＤＣＩフォーマットにセッ
トされてもよい。
【００７０】
　また、端末装置２の受信処理遅延を考慮して、ブラインドデコーディングの総数（また
は閾値）は、予め設定（定義）されてもよい。なお、キャリアアグリゲーションが設定さ
れているか否かによって、ブラインドデコーディングの総数は異なってもよい。つまり、
ブラインドデコーディングを行なうコンポーネントキャリア（サービングセル）の数によ
って、ブラインドデコーディングの総数は、変更されてもよい。
【００７１】
　キャリアアグリゲーションが設定された場合、端末装置２は、複数のサービングセルで
スケジュールされてもよい。しかし、ランダムアクセスプロシージャはサービングセルの
数に因らず、多くても１つしか行なわない。キャリアインディケータフィールド（CIF: C
arrier Indicator Field）を伴うクロスキャリアスケジューリングにおいて、あるサービ
ングセルのＰＤＣＣＨが他のサービングセルに対するリソースをスケジュールすることを
可能にする。しかし、クロスキャリアスケジューリングはプライマリーセルには適用され
ない。プライマリーセルは、プライマリーセルのＰＤＣＣＨでスケジュールされる。また
、セカンダリーセルのＰＤＣＣＨが設定された場合、そのセカンダリーセルに対してクロ
スキャリアスケジューリングは適用されない。セカンダリーセルのＰＤＣＣＨが設定され
なかった場合、クロスキャリアスケジューリングはそのセカンダリーセルに対して適用さ
れてもよい。
【００７２】
　クロスキャリアスケジューリングは、あるセルで上りリンクグラント（上りリンクに関
連するＤＣＩフォーマット）または下りリンクグラント（下りリンクに関連するＤＣＩフ
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ォーマット）にＣＩＦ（Carrier Indicator Field）が含まれて送信されることによって
、異なるセルに対する上りリンクグラントまたは下りリンクグラントを送信することがで
きる。つまり、ＣＩＦが含まれたＤＣＩフォーマットを用いて、１つのセルで複数のセル
に対する上りリンク／下りリンク送信を制御することができる。
【００７３】
　サービングセルｃでＰＤＣＣＨをモニタすることと関連するＣＩＦが設定された端末装
置２は、ＣＩＦおよびサービングセルｃのＰＤＣＣＨ　ＵＳＳでＣ－ＲＮＴＩによってス
クランブルされたＣＲＣが設定されたＰＤＣＣＨをモニタする。
【００７４】
　プライマリーセルでＰＤＣＣＨをモニタすることと関連するＣＩＦが設定された端末装
置２は、ＣＩＦおよびプライマリーセルのＰＤＣＣＨ　ＵＳＳでＳＰＳ－ＲＮＴＩによっ
てスクランブルされたＣＲＣが設定されたＰＤＣＣＨをモニタする。
【００７５】
　クロスキャリアスケジューリングは、端末装置２がその機能をサポートしていることを
、機能情報（UE-EUTRA-Capability）を用いて基地局装置１へ通知し、基地局装置１がク
ロスキャリアスケジューリングに関する設定（CrossCarrierSchedulingConfig）を端末装
置２に対して行ない、その設定情報を端末装置２に送信した場合に、クロスキャリアスケ
ジューリングを用いて通信を行なうことができる。なお、この設定情報は、上位層シグナ
リングを用いて通知されてもよい。
【００７６】
　クロスキャリアスケジューリングに関する設定には、ＰＤＣＣＨ／ＥＰＤＣＣＨのＤＣ
ＩフォーマットにＣＩＦが含まれるか否かを示す情報（cif-Presence）が含まれてもよい
。また、クロスキャリアスケジューリングに関する設定には、下りリンクアロケーション
（下りリンクグラント）および上りリンクグラントをシグナルするセル（どのセルが下り
リンクアロケーションおよび上りリンクグラントをシグナルするか）を示す情報（schedu
lingCellId）が含まれてもよい。この情報をスケジューリングセルＩＤ情報と呼称する。
また、クロスキャリアスケジューリングに関する設定には、スケジューリングセルＩＤ情
報によって示されるセルに対するＰＤＳＣＨの開始ＯＦＤＭシンボルを示す情報（pdsch-
Start）が含まれてもよい。なお、上りリンクと下りリンクに対するクロスキャリアスケ
ジューリングを行なう機能を独立にサポートする端末装置２に対して、スケジューリング
セルＩＤ情報は、上りリンクと下りリンクで独立に設定されてもよい。また、ＰＤＳＣＨ
の開始ＯＦＤＭシンボルを示す情報は、下りリンクに対してのみ設定されてもよい。
【００７７】
　キャリアアグリゲーションが設定された場合、セミパーシステントスケジューリングの
ための下りリンクリソースは、プライマリーセルで設定され、プライマリーセルに対する
ＰＤＣＣＨアロケーションだけは、セミパーシステントアロケーションよりも優先するこ
とができる。
【００７８】
　キャリアアグリゲーションが設定された場合、セミパーシステントスケジューリングの
ための上りリンクリソースは、プライマリーセルで設定され、プライマリーセルに対する
ＰＤＣＣＨアロケーションだけは、セミパーシステントアロケーションよりも優先するこ
とができる。
【００７９】
　また、上りリンクと下りリンク間のリンクは、ＣＩＦが無い場合の下りリンクグラント
または上りリンクグラントが適用されるサービングセルを見分けることを可能にする。プ
ライマリーセルで受信した下りリンクグラントは、プライマリーセルにおける下りリンク
送信に対応する。また、プライマリーセルで受信した上りリンクグラントは、プライマリ
ーセルにおける上りリンク送信に対応する。また、セカンダリーセル＃ｎで受信した下り
リンクグラントは、セカンダリーセル＃ｎにおける下りリンク送信に対応する。また、セ
カンダリーセル＃ｎで受信した上りリンクグラントは、セカンダリーセル＃ｎにおける上



(16) JP 6425662 B2 2018.11.21

10

20

30

40

50

りリンク送信に対応する。セカンダリーセル＃ｎに対して上りリンク利用が設定されなか
った場合、その上りリンクグラントは、受信した端末装置２によって無視される。
【００８０】
　他のサービングセルにおいて、あるセカンダリーセルに対応するＣＩＦを伴うＰＤＣＣ
Ｈをモニタすることが設定された場合、端末装置２は、そのセカンダリーセルのＰＤＣＣ
Ｈをモニタすることを期待しない。その際、基地局装置１は、端末装置２に対して、その
セカンダリーセルでＰＤＣＣＨを用いてＤＣＩを送信しなくてもよい。
【００８１】
　ここで、ＲＮＴＩには、Ｃ－ＲＮＴＩ(Cell-Radio Network Temporary Identifier)が
含まれる。Ｃ－ＲＮＴＩは、ＲＲＣ接続およびスケジューリングの識別に対して使用され
るユニークな（一意的な）識別子である。Ｃ－ＲＮＴＩは、動的にスケジュールされるユ
ニキャスト送信のために利用される。なお、Ｃ－ＲＮＴＩは、キャリアアグリゲーション
が設定される場合、全てのサービングセルで同じ値のＣ－ＲＮＴＩ（同じＣ－ＲＮＴＩ）
が適用される。
【００８２】
　また、ＲＮＴＩには、Ｔｅｍｐｏｒａｒｙ　Ｃ－ＲＮＴＩが含まれる。Ｔｅｍｐｏｒａ
ｒｙ　Ｃ－ＲＮＴＩは、ランダムアクセスプロシージャに対して使用される識別子である
。例えば、端末装置２は、Ｔｅｍｐｏｒａｒｙ　Ｃ－ＲＮＴＩによってスクランブルされ
たＣＲＣが付加された上りリンクに関連するＤＣＩフォーマット（例えば、ＤＣＩフォー
マット０）を、ＣＳＳのみでデコードしてもよい。また、端末装置２は、Ｔｅｍｐｏｒａ
ｒｙ　Ｃ－ＲＮＴＩによってスクランブルされたＣＲＣが付加された下りリンクに関連す
るＤＣＩフォーマット（例えば、ＤＣＩフォーマット１Ａ）を、ＣＳＳおよびＵＳＳでデ
コードを試みてもよい。
【００８３】
　また、基地局装置１は、ＤＣＩをＣＳＳで送信する場合、ＤＣＩ（ＤＣＩフォーマット
）にＴｅｍｐｏｒａｒｙ　Ｃ－ＲＮＴＩまたはＣ－ＲＮＴＩでスクランブルしたＣＲＣパ
リティビットを付加し、ＤＣＩをＵＳＳで送信する場合、ＤＣＩ（ＤＣＩフォーマット）
にＣ－ＲＮＴＩでスクランブルしたＣＲＣを付加してもよい。
【００８４】
　物理上りリンク共用チャネル（Physical Uplink Shared Channel; PUSCH）は、主に上
りリンクデータと上りリンク制御情報（Uplink Control Information; UCI）を送信する
ために用いられる。ＰＵＳＣＨで送信されるＵＣＩは、チャネル状態情報（CSI: Channel
 State Information）、および／または、ＡＣＫ／ＮＡＣＫを含む。また、ＰＵＳＣＨで
送信されるＣＳＩは、アピリオディックＣＳＩ（A-CSI: Aperiodic CSI）とピリオディッ
クＣＳＩ（P-CSI: Periodic CSI）を含む。また、下りリンクの場合と同様に物理上りリ
ンク共用チャネルのリソース割り当て情報は、物理下りリンク制御チャネルで示される。
また、ダイナミックスケジューリンググラントによってスケジュールされるＰＵＳＣＨは
、上りリンクデータを伝送する。また、ランダムアクセスレスポンスグラントによってス
ケジュールされるＰＵＳＣＨは、ランダムアクセスに関連した自局の情報（例えば、端末
装置２の識別情報、メッセージ３）を送信する。また、検出したグラントの種類に応じて
、ＰＵＳＣＨでの送信に対する送信電力をセットするために使用されるパラメータが異な
ってもよい。なお、制御データは、チャネル品質情報（ＣＱＩおよび／またはＰＭＩ）、
ＨＡＲＱ応答情報（ＨＡＲＱ－ＡＣＫ、ＨＡＲＱ－ＡＣＫ　ｒｅｓｐｏｎｓｅ）、および
ランク情報（ＲＩ）という形で送信される。つまり、制御データは、上りリンク制御情報
という形で送信される。
【００８５】
　物理上りリンク制御チャネル（PUCCH: Physical Uplink Control Channel）は、物理下
りリンク共用チャネルで送信された下りリンクデータの受信確認応答（ACK/NACK: Acknow
ledgement/Negative Acknowledgement）や下りリンクの伝搬路情報（チャネル状態情報）
の通知、上りリンクのリソース割り当て要求（無線リソース要求）であるスケジューリン
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グリクエスト（SR: Scheduling Request）を行なうために使用される。チャネル状態情報
（CSI: Channel State Information）は、チャネル品質指標（CQI: Channel Quality Ind
icator）、プリコーディングマトリックス指標（PMI: Precoding Matrix Indicator）、
プリコーディングタイプ指標（PTI: Precoding Type Indicator）、ランク指標（RI: Ran
k Indicator）を含む。各インディケータ（Indicator）は、インディケーション（Indica
tion）と表記される場合もあるが、その用途と意味は同じである。また、送信するＵＣＩ
に応じて、ＰＵＣＣＨのフォーマットを切り替えてもよい。例えば、ＵＣＩがＨＡＲＱ　
ＡＣＫおよび／またはＳＲから構成される場合、ＵＣＩはフォーマット１／１ａ／１ｂ／
３のＰＵＣＣＨ（PUCCH format 1/1a/1b/3）で送信されてもよい。また、ＵＣＩがＣＳＩ
から構成される場合、ＵＣＩはフォーマット２／２ａ／２ｂのＰＵＣＣＨ（PUCCH format
 2/2a/2b）で送信されてもよい。また、ＰＵＣＣＨフォーマット１／１ａ／１ｂには、Ｓ
ＲＳとの衝突を避けるために、１シンボル分パンクチャした短縮フォーマット（shortene
d format）とパンクチャしていない標準フォーマット（Normal format）がある。例えば
、同じサブフレームでＰＵＣＣＨとＳＲＳの同時送信が有効である場合は、ＳＲＳサブフ
レームでＰＵＣＣＨフォーマット１／１ａ／１ｂは短縮フォーマットで送信される。同じ
サブフレームでＰＵＣＣＨとＳＲＳの同時送信が有効でない場合は、ＳＲＳサブフレーム
でＰＵＣＣＨフォーマット１／１ａ／１ｂは標準フォーマットで送信される。その際、Ｓ
ＲＳの送信が生じたとしてもＳＲＳは送信されなくてもよい。
【００８６】
　ＣＳＩ報告（CSI report）には、周期的またはＣＳＩ報告をトリガーするためのイベン
ト条件が満たされた場合に、チャネル状態情報を報告するピリオディックＣＳＩ報告（P-
CSI reporting）と、ＤＣＩフォーマットを用いて送信されるＣＳＩリクエストによって
、ＣＳＩ報告が要求された場合にチャネル状態情報を報告するアピリオディックＣＳＩ報
告（A-CSI reporting）がある。ピリオディックＣＳＩ報告は、ＰＵＣＣＨまたはＰＵＳ
ＣＨで行なわれ、アピリオディックＣＳＩ報告は、ＰＵＳＣＨで行なわれる。端末装置２
は、ＤＣＩフォーマットに含まれる情報（ＣＳＩリクエスト）に基づいて指示された場合
、ＰＵＳＣＨで上りリンクデータを伴わないＣＳＩを送信することもできる。すなわち、
Ｐ－ＣＳＩは、ＰＵＣＣＨまたはＰＵＳＣＨを用いて送信され、Ａ－ＣＳＩは、ＰＵＳＣ
Ｈを用いて送信される。端末装置２は、ＤＣＩフォーマットに含まれる情報（ＣＳＩリク
エスト）に基づいてＣＳＩ報告が要求される場合、ＰＵＳＣＨで上りリンクデータを伴わ
ないＣＳＩ（Ａ－ＣＳＩ）を送信することもできる。
【００８７】
　ＣＳＩ報告が可能なＰＵＣＣＨサブフレーム（reporting instances）は、上位層で設
定されるインデックス（ＣＱＩＰＭＩインデックス、ＲＩインデックス）と関連付けられ
た周期およびサブフレームオフセットに基づいて決定される。なお、上位層で設定される
インデックスは、ＣＳＩを測定するために設定されるサブフレームセット毎に設定可能で
ある。複数のサブフレームセットに対して１つのインデックスしか設定されない場合、そ
のインデックスは、サブフレームセット間で共通であるとみなしてもよい。
【００８８】
　送信モード１～９で設定された端末装置２に対して、各サービングセルに対して１つの
Ｐ－ＣＳＩ報告は、上位層シグナリングによって設定される。
【００８９】
　送信モード１０で設定された端末装置２に対して、各サービングセルに対して１つ以上
のＰ－ＣＳＩ報告は、上位層シグナリングによって設定される。
【００９０】
　送信モード９または１０で設定された端末装置２に対して、８ＣＳＩ－ＲＳポートが設
定され、ワイドバンドＣＱＩでシングルＰＭＩの報告モード（モード１－１）が上位層シ
グナリングによってあるパラメータ（PUCCH_format1-1_CSI_reporting_mode）を用いてサ
ブモード１もしくはサブモード２に設定される。
【００９１】
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　端末選択サブバンドＣＱＩ（UE-selected subband CQI）に対して、あるサービングセ
ルのあるサブフレームでのＣＱＩ報告は、帯域幅パートとして示されるサービングセルの
帯域幅の特定の部分（一部）におけるチャネル品質の報告である。
【００９２】
　ＣＳＩ報告タイプは、ＰＵＣＣＨ　ＣＳＩ報告モードをサポートしている。ＣＳＩ報告
タイプは、ＰＵＣＣＨ報告タイプ（PUCCH reporting type）と呼称される場合もある。タ
イプ１報告は、端末選択サブバンドに対するＣＱＩフィードバックをサポートしている。
タイプ１ａ報告は、サブバンドＣＱＩと第２のＰＭＩフィードバンクをサポートしている
。タイプ２、タイプ２ｂ、タイプ２ｃ報告は、ワイドバンドＣＱＩとＰＭＩフィードバッ
クをサポートしている。タイプ２ａ報告は、ワイドバンドＰＭＩフィードバンクをサポー
トしている。タイプ３報告は、ＲＩフィードバックをサポートしている。タイプ４報告は
、ワイドバンドＣＱＩをサポートしている。タイプ５報告は、ＲＩとワイドバンドＰＭＩ
フィードバックをサポートしている。タイプ６報告は、ＲＩとＰＴＩフィードバックをサ
ポートしている。
【００９３】
　上りリンク参照信号（UL-RS: Uplink Reference Signal）は、基地局装置１が、物理上
りリンク制御チャネルＰＵＣＣＨおよび／または物理上りリンク共用チャネルＰＵＳＣＨ
を復調するために使用する復調参照信号（DMRS: Demodulation Reference Signal）と、
基地局装置１が、主に、上りリンクのチャネル状態を推定するために使用するサウンディ
ング参照信号（SRS: Sounding Reference Signal）が含まれる。また、サウンディング参
照信号には、上位層によって周期的に送信するように設定される周期的サウンディング参
照信号（P-SRS: Periodic SRS）と、下りリンク制御情報フォーマットに含まれるＳＲＳ
リクエストによって送信が要求される非周期的サウンディング参照信号（A-SRS: Aperiod
ic SRS）とがある。ここで、上りリンク参照信号は、上りリンク基準信号、上りリンクパ
イロット信号、上りリンクパイロットチャネルと呼称する場合もある。
【００９４】
　なお、これらの上りリンク参照信号の系列は、擬似ランダム系列に基づいて生成されて
もよい。また、これらの上りリンク参照信号の系列は、Ｚａｄｏｆｆ－Ｃｈｕ系列に基づ
いて生成されてもよい。また、これらの上りリンク参照信号の系列は、ゴールド系列に基
づいて生成されてもよい。また、これらの上りリンク参照信号の系列は、擬似ランダム系
列やＺａｄｏｆｆ－Ｃｈｕ系列、ゴールド系列の亜種・変形であってもよい。
【００９５】
　また、周期的サウンディング参照信号をピリオディックサウンディング参照信号、トリ
ガータイプ０サウンディング参照信号（Trigger Type 0 SRS）と呼称する場合もある。ま
た、非周期的サウンディング参照信号をアピリオディックサウンディング参照信号、トリ
ガータイプ１サウンディング参照信号（Trigger Type 1 SRS）と呼称する場合もある。
【００９６】
　さらに、Ａ－ＳＲＳは、協調通信において、上りリンクのチャネル推定用に特化した信
号（例えば、トリガータイプ１ａＳＲＳと呼称される場合もある）と、ＴＤＤにおけるチ
ャネル相反性（channel reciprocity）を利用してチャネル状態（ＣＳＩ，ＣＱＩ，ＰＭ
Ｉ，ＲＩ）を基地局装置１に測定させるために使用される信号（例えば、トリガータイプ
１ｂＳＲＳと呼称される場合もある）とに分けられてもよい。なお、ＤＭＲＳはＰＵＳＣ
ＨとＰＵＣＣＨそれぞれに対応して、設定される。また、ＤＭＲＳは、ＰＵＳＣＨまたは
ＰＵＣＣＨと同じサブフレームで時間多重されて、送信される。
【００９７】
　また、ＤＭＲＳは、ＰＵＳＣＨに対する場合とＰＵＣＣＨに対する場合で、時間多重方
法が異なってもよい。例えば、ＰＵＳＣＨに対するＤＭＲＳは、７シンボルで構成される
１スロット内に１シンボルだけ配置されるのに対して、ＰＵＣＣＨに対するＤＭＲＳは、
７シンボルで構成される１スロット内に３シンボル配置される。
【００９８】
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　また、ＳＲＳは、上位層シグナリングによって種々のパラメータ（帯域幅、サイクリッ
クシフト、送信サブフレームなど）が通知される。また、ＳＲＳは、上位層シグナリング
（higher layer signaling）によって通知されるＳＲＳの設定に含まれる送信サブフレー
ムに関する情報に基づいて、ＳＲＳを送信するサブフレームが決定される。送信サブフレ
ームに関する情報には、セル固有に設定される情報（共有情報）と端末装置固有に設定さ
れる情報（専用情報、個別情報）とがある。セル固有に設定される情報には、セル内のす
べての端末装置２が共有するＳＲＳが送信されるサブフレームを示す情報が含まれる。ま
た、端末装置固有に設定される情報には、セル固有に設定されるサブフレームのサブセッ
トとなるサブフレームオフセットと周期（periodicity）を示す情報が含まれる。これら
の情報によって、端末装置２は、ＳＲＳを送信することができるサブフレーム（ＳＲＳサ
ブフレーム、ＳＲＳ送信サブフレームと呼称する場合もある）を決定することができる。
また、端末装置２は、セル固有に設定されたＳＲＳが送信されるサブフレームにおいて、
ＰＵＳＣＨを送信する場合、ＳＲＳが送信されるシンボル分だけＰＵＳＣＨの時間リソー
スをパンクチャし、該時間リソースでＰＵＳＣＨを送信することができる。このことによ
り、端末装置２間のＰＵＳＣＨの送信とＳＲＳの送信の衝突を回避することができる。Ｐ
ＵＳＣＨを送信する端末装置２に対しては、特性劣化を防ぐことができる。また、ＳＲＳ
を送信する端末装置２に対しては、チャネル推定精度を確保することができる。ここで、
端末装置固有に設定される情報は、Ｐ－ＳＲＳとＡ－ＳＲＳとで独立に設定されてもよい
。
【００９９】
　例えば、第１の上りリンク参照信号は、上位層シグナリングによって種々のパラメータ
が設定された場合に、設定された送信サブフレームに基づいて周期的に送信される。また
、第２の上りリンク参照信号は、下りリンク制御情報フォーマットに含まれる第２の上り
リンク参照信号の送信要求に関するフィールド（ＳＲＳリクエスト）によって、送信要求
が指示される場合に、非周期的に送信される。端末装置２は、ある下りリンク制御情報フ
ォーマットに含まれるＳＲＳリクエストがポジティブまたはポジティブに相当するインデ
ックス（値）を示している場合、所定の送信サブフレームでＡ－ＳＲＳを送信する。また
、端末装置２は、検出したＳＲＳリクエストがネガティブまたはネガティブに相当するイ
ンデックス（値）を示す場合、所定のサブフレームでＡ－ＳＲＳを送信しない。なお、セ
ル固有に設定される情報（共有パラメータ、共有情報）は、システムインフォメーション
または専用制御チャネル（DCCH: Dedicated Control Channel）を用いて通知される。ま
た、端末装置固有に設定される情報（専用パラメータ、個別パラメータ、専用情報、個別
情報）は、共有制御チャネル（CCCH: Common Control Channel）を用いて通知される。こ
れらの情報は、ＲＲＣメッセージで通知されてもよい。ＲＲＣメッセージは、上位層によ
って通知されてもよい。
【０１００】
　物理ランダムアクセスチャネル（PRACH: Physical Random Access Channel）は、プリ
アンブル系列を通知するために使用されるチャネルであり、ガードタイムを有する。プリ
アンブル系列は、６４種類のシーケンスを用意して６ビットの情報を表現するように構成
されている。物理ランダムアクセスチャネルは、端末装置２の基地局装置１へのアクセス
手段として用いられる。端末装置２は、スケジューリング要求（SR: Scheduling Request
）に対する物理上りリンク制御チャネル未設定時の無線リソース要求や、上りリンク送信
タイミングを基地局装置の受信タイミングウィンドウに合わせるために必要な送信タイミ
ング調整情報（タイミングアドバンス（TA: Timing Advance）とも呼称される）を基地局
装置１に要求するために物理ランダムアクセスチャネルを用いる。
【０１０１】
　具体的には、端末装置２は、基地局装置１より設定された物理ランダムアクセスチャネ
ル用の無線リソースを用いてプリアンブル系列を送信する。送信タイミング調整情報を受
信した端末装置２は、報知情報によって共通的に設定される（またはレイヤー３メッセー
ジで個別に設定される）送信タイミング調整情報の有効時間を計時する送信タイミングタ
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イマーを設定し、送信タイミングタイマーの有効時間中（計時中）は送信タイミング調整
状態、有効期間外（停止中）は送信タイミング非調整状態（送信タイミング未調整状態）
として上りリンクの状態を管理する。レイヤー３メッセージは、端末装置２と基地局装置
１の無線リソース制御（RRC: Radio Resource Control）層でやり取りされる制御平面（C
-plane: Control-plane）のメッセージであり、ＲＲＣシグナリングまたはＲＲＣメッセ
ージと同義の意味で使用される。また、ＲＲＣシグナリングは、上位層シグナリングや専
用シグナリング（Dedicated signaling）と呼称する場合もある。
【０１０２】
　ランダムアクセスプロシージャには、コンテンションベースのランダムアクセスプロシ
ージャ（Contention based Random Access procedure）とノンコンテンションベースのラ
ンダムアクセスプロシージャ（Non-contention based Random Access procedure）の２つ
のランダムアクセスプロシージャが含まれる。コンテンションベースのランダムアクセス
プロシージャは、複数の端末装置２間で衝突が発生する可能性のあるランダムアクセスで
ある。
【０１０３】
　また、ノンコンテンションベースのランダムアクセスプロシージャは、複数の端末装置
２間で衝突が発生しないランダムアクセスである。
【０１０４】
　ノンコンテンションベースのランダムアクセスプロシージャは、３ステップから成り、
下りリンクの専用シグナリング（Dedicated signaling）によって、ランダムアクセスプ
リアンブルアサインメント（Random Access Preamble assignment）が基地局装置１から
端末装置２に通知される。その際、ランダムアクセスプリアンブルアサインメントは、基
地局装置１が端末装置２に対してノンコンテンション用のランダムアクセスプリアンブル
を割り当て、ハンドオーバに対するソース基地局装置（Source eNB）によって送信され、
ターゲット基地局装置（Target eNB）によって生成されたハンドオーバコマンド、または
、下りリンクデータアライバルの場合ＰＤＣＣＨによってシグナルされる。
【０１０５】
　そのランダムアクセスプリアンブルアサインメントを受信した端末装置２は、上りリン
クにおいてＲＡＣＨでランダムアクセスプリアンブル（メッセージ１）を送信する。その
際、端末装置２は、割り当てられたノンコンテンション用のランダムアクセスプリアンブ
ルを送信する。
【０１０６】
　ランダムアクセスプリアンブルを受信した基地局装置１は、下りリンクデータ（DL-SCH
: Downlink Shared Channel）でランダムアクセスレスポンスを端末装置２へ送信する。
また、ランダムアクセスレスポンスで送信される情報には、ハンドオーバに対する最初の
上りリンクグラント（ランダムアクセスレスポンスグラント）とタイミング調整情報（Ti
ming Alignment information）、下りリンクデータアライバルに対するタイミング調整情
報、ランダムアクセスプリアンブル識別子が含まれる。下りリンクデータは下りリンク共
用チャネルデータ（ＤＬ－ＳＣＨデータ）と呼称される場合もある。
【０１０７】
　ここで、ノンコンテンションベースのランダムアクセスプロシージャは、ハンドオーバ
、下りリンクデータアライバル、ポジショニングに対して適用される。コンテンションベ
ースのランダムアクセスプロシージャは、ＲＲＣ_ＩＤＬＥからの初期アクセス、ＲＲＣ
コネクションの再確立、ハンドオーバ、下りリンクデータアライバル、上りリンクデータ
アライバルに対して適用される。
【０１０８】
　本実施形態に関わるランダムアクセスプロシージャは、コンテンションベースのランダ
ムアクセスプロシージャである。コンテンションベースのランダムアクセスプロシージャ
の例を説明する。
【０１０９】
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　端末装置２は、基地局装置１によって送信されたシステムインフォメーションブロック
タイプ２（ＳＩＢ２）を取得する。ＳＩＢ２は、セル内における全ての端末装置２（また
は、複数の端末装置２）に対して共通の設定（共通の情報）である。例えば、該共通の設
定には、ＰＲＡＣＨの設定が含まれる。
【０１１０】
　端末装置２は、ランダムアクセスプリアンブルの番号をランダムに選択する。また、端
末装置２は、選択した番号のランダムアクセスプリアンブル（メッセージ１）を、ＰＲＡ
ＣＨを用いて基地局装置１に送信する。基地局装置１は、ランダムアクセスプリアンブル
を用いて上りリンクの送信タイミングを推定する。
【０１１１】
　基地局装置１は、ＰＤＳＣＨを用いてランダムアクセスレスポンス（メッセージ２）を
送信する。ランダムアクセスレスポンスには、基地局装置１によって検出されたランダム
アクセスプリアンブルに対する複数の情報が含まれる。例えば、該複数の情報には、ラン
ダムアクセスプリアンブルの番号、Ｔｅｍｐｏｒａｒｙ　Ｃ－ＲＮＴＩ、ＴＡコマンド（
Timing Advance Command）、および、ランダムアクセスレスポンスグラントが含まれる。
【０１１２】
　端末装置２は、ランダムアクセスレスポンスグラントを用いてスケジューリングされた
ＰＵＳＣＨで、上りリンクデータ（メッセージ３）を送信（初期送信）する。該上りリン
クデータには、端末装置２を識別するための識別子（InitialUE-IdentityまたはC-RNTIを
示す情報）が含まれる。
【０１１３】
　基地局装置１は、上りリンクデータの復号に失敗した場合、Ｔｅｍｐｏｒａｒｙ　Ｃ－
ＲＮＴＩによってスクランブルされたＣＲＣパリティビットが付加されたＤＣＩフォーマ
ットを用いて、上りリンクデータの再送信を指示する。端末装置２は、該ＤＣＩフォーマ
ットによって上りリンクデータの再送信を指示された場合、Ｔｅｍｐｏｒａｒｙ　Ｃ－Ｒ
ＮＴＩによってスクランブルされたＣＲＣパリティビットが付加されたＤＣＩフォーマッ
トを用いてスケジュールされたＰＵＳＣＨで、同一の上りリンクデータを再送信する。
【０１１４】
　また、基地局装置１は、上りリンクデータの復号に失敗した場合、ＰＨＩＣＨ（ＮＡＣ
Ｋ）を用いて、上りリンクデータの再送信を指示することができる。端末装置２は、該Ｎ
ＡＣＫによって上りリンクデータの再送信を指示された場合、ＰＵＳＣＨで、同一の上り
リンクデータを再送信する。
【０１１５】
　基地局装置１は、上りリンクデータの復号に成功し、上りリンクデータを取得すること
によって、何れの端末装置２がランダムアクセスプリアンブルおよび上りリンクデータの
送信を行なっていたかを知ることができる。すなわち、基地局装置１は、上りリンクデー
タの復号に成功する前は、何れの端末装置２がランダムアクセスプリアンブルおよび上り
リンクデータの送信を行なっているかを知ることはできない。
【０１１６】
　基地局装置１は、InitialUE-Identityを含むメッセージ３を受信した場合、受信したIn
itialUE-Identityに基づいて生成したコンテンションレゾリューション識別子（contenti
on resolution identity）（メッセージ４）を、ＰＤＳＣＨを用いて端末装置２に送信す
る。端末装置２は、受信したコンテンションレゾリューション識別子と、送信したInitia
lUE-Identityがマッチした場合に、（１）ランダムアクセスプリアンブルのコンテンショ
ンレゾリューションに成功したとみなし、（２）Ｔｅｍｐｏｒａｒｙ　Ｃ－ＲＮＴＩの値
をＣ－ＲＮＴＩにセットし、（３）Ｔｅｍｐｏｒａｒｙ　Ｃ－ＲＮＴＩを破棄し、（４）
ランダムアクセスプロシージャが正しく完了したとみなす。
【０１１７】
　また、基地局装置１は、Ｃ－ＲＮＴＩを示す情報を含むメッセージ３を受信した場合、
受信したＣ－ＲＮＴＩによってスクランブルされたＣＲＣパリティビットが付加されたＤ
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ＣＩフォーマット（メッセージ４）を、端末装置２に送信する。端末装置２は、Ｃ－ＲＮ
ＴＩによってスクランブルされたＣＲＣパリティビットが付加されたＤＣＩフォーマット
をデコードした場合に、（１）ランダムアクセスプリアンブルのコンテンションレゾリュ
ーションに成功したとみなし、（２）Ｔｅｍｐｏｒａｒｙ　Ｃ－ＲＮＴＩを破棄し、（３
）ランダムアクセスプロシージャが正しく完了したとみなす。
【０１１８】
　すなわち、基地局装置１は、コンテンションベースのランダムアクセスプロシージャの
一環として（as part of contention based random access procedure）、ランダムアク
セスレスポンスグラントを用いて、ＰＵＳＣＨをスケジュールする。
【０１１９】
　端末装置２は、ランダムアクセスレスポンスグラントを用いてスケジュールされたＰＵ
ＳＣＨで、上りリンクデータ（メッセージ３）を送信する。すなわち、端末装置２は、コ
ンテンションベースのランダムアクセスプロシージャの一環として、ランダムアクセスレ
スポンスグラントに対応するＰＵＳＣＨでの送信を行なう。
【０１２０】
　また、基地局装置１は、コンテンションベースのランダムアクセスプロシージャの一環
として、Ｔｅｍｐｏｒａｒｙ　Ｃ－ＲＮＴＩによってスクランブルされたＣＲＣが付加さ
れたＤＣＩフォーマットを用いて、ＰＵＳＣＨをスケジュールする。また、基地局装置１
は、コンテンションベースのランダムアクセスプロシージャの一環として、ＰＨＩＣＨ（
ＮＡＣＫ）を用いて、ＰＵＳＣＨでの送信をスケジュール／指示する。
【０１２１】
　端末装置２は、Ｔｅｍｐｏｒａｒｙ　Ｃ－ＲＮＴＩによってスクランブルされたＣＲＣ
が付加されたＤＣＩフォーマットを用いてスケジュールされたＰＵＳＣＨで、上りリンク
データ（メッセージ３）を送信（再送信）する。また、端末装置２は、ＰＨＩＣＨの受信
に応じて、スケジュールされたＰＵＳＣＨで、上りリンクデータ（メッセージ３）を送信
（再送信）する。すなわち、端末装置２は、コンテンションベースのランダムアクセスプ
ロシージャの一環として、同一の上りリンクデータ（トランスポートブロック）の再送信
に対応するＰＵＳＣＨでの送信を行なう。
【０１２２】
　ＴＤＤ方式において、基地局装置１は、スペシャルサブフレームのＤｗＰＴＳにおいて
、ＰＣＦＩＣＨ、ＰＨＩＣＨ、ＰＤＣＣＨ、ＥＰＤＣＣＨ、ＰＤＳＣＨ、同期信号、およ
び、下りリンク参照信号を送信してもよい。また、基地局装置１は、スペシャルサブフレ
ームのＤｗＰＴＳにおいて、ＰＢＣＨを送信しなくてもよい。
【０１２３】
　また、ＴＤＤ方式において、端末装置２は、スペシャルサブフレームのＵｐＰＴＳにお
いて、ＰＲＡＣＨ、およびＳＲＳを送信してもよい。また、端末装置２は、スペシャルサ
ブフレームのＵｐＰＴＳにおいて、ＰＵＣＣＨ、ＰＵＳＣＨ、およびＤＭＲＳを送信しな
くてもよい。
【０１２４】
　また、ＴＤＤ方式において、端末装置２は、スペシャルサブフレームがＧＰおよびＵｐ
ＰＴＳのみによって構成されている場合には、スペシャルサブフレームのＵｐＰＴＳにお
いて、ＰＵＣＣＨおよび／またはＰＵＳＣＨおよび／またはＤＭＲＳを送信してもよい。
【０１２５】
　以下、論理チャネルについて説明する。論理チャネルは、ＲＲＣメッセージや情報要素
を伝送するために用いられる。また、論理チャネルは、トランスポートチャネルを介して
、物理チャネルで送信される。
【０１２６】
　報知制御チャネル（BCCH: Broadcast Control Channel）は、システム制御情報を報知
するために用いられる論理チャネルである。例えば、システム情報や初期アクセスに必要
な情報は、このチャネルを用いて送信される。ＭＩＢ（Master Information Block）やＳ
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ＩＢ１（System Information Block Type 1）は、この論理チャネルを用いて伝送される
。
【０１２７】
　共有制御チャネル（CCCH: Common Control Channel）は、ネットワークとＲＲＣコネク
ションを持たない端末装置とネットワーク間で制御情報を送信するために用いられる論理
チャネルである。例えば、端末固有の制御情報や設定情報は、この論理チャネルを用いて
送信される。
【０１２８】
　専用制御チャネル（DCCH: Dedicated Control Channel）は、ＲＲＣコネクションを持
つ端末装置２とネットワーク間を双方向で専用制御情報（個別制御情報）を送信するため
に用いられる論理チャネルである。例えば、セル固有の再設定情報は、この論理チャネル
を用いて送信される。
【０１２９】
　ＣＣＣＨやＤＣＣＨを用いるシグナリングをＲＲＣシグナリングと総称する場合もある
。
【０１３０】
　上りリンク電力制御に関する情報は、報知情報として通知される情報と、同じセル内の
端末装置２間で共有される情報（共有情報）として通知される情報と、端末装置固有の専
用情報として通知される情報と、がある。端末装置２は、報知情報として通知される情報
のみ、または、報知情報／共有情報として通知される情報と、専用情報として通知される
情報に基づいて送信電力をセットする。
【０１３１】
　無線リソース制御設定共有情報は、報知情報（またはシステム情報）として通知されて
もよい。また、無線リソース制御設定共有情報は、専用情報（モビリティ制御情報）とし
て通知されてもよい。
【０１３２】
　無線リソース設定は、ランダムアクセスチャネル（ＲＡＣＨ）設定、報知制御チャネル
（ＢＣＣＨ）設定、ページング制御チャネル（ＰＣＣＨ）設定、物理ランダムアクセスチ
ャネル（ＰＲＡＣＨ）設定、物理下りリンク共用チャネル（ＰＤＳＣＨ）設定、物理上り
リンク共用チャネル（ＰＵＳＣＨ）設定、物理上りリンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）設
定、サウンディング参照信号（ＳＲＳ）設定、上りリンク電力制御に関する設定、上りリ
ンクサイクリックプレフィックス長に関する設定などを含む。つまり、無線リソース設定
は、物理チャネル／物理信号を生成するために用いられるパラメータを通知するために設
定される。報知情報として通知される場合と再設定情報として通知される場合で、通知さ
れるパラメータ（情報要素）は異なっていてもよい。
【０１３３】
　種々の物理チャネル／物理信号（ＰＲＡＣＨ，ＰＵＣＣＨ，ＰＵＳＣＨ、ＳＲＳ，ＵＬ
　ＤＭＲＳ、ＣＲＳ，ＣＳＩ－ＲＳ、ＰＤＣＣＨ、ＰＤＳＣＨ、ＰＳＳ／ＳＳＳ、ＵＥＲ
Ｓ，ＰＢＣＨ，ＰＭＣＨなど）に関するパラメータを設定するために必要な情報要素は、
同一セル内の端末装置２間で共有する共有設定情報（または共有パラメータ、共有パラメ
ータのセット）と、端末装置２毎に設定される専用設定情報（または専用パラメータ、専
用パラメータのセット）で構成される。共有設定情報は、システムインフォメーションで
送信されてもよい。また、共有設定情報は、再設定を行なう場合には、専用情報として送
信されてもよい。これらの設定は、パラメータの設定を含む。パラメータの設定とは、パ
ラメータの値の設定を含む。また、パラメータの設定とは、パラメータがテーブル管理さ
れている場合、インデックスの値の設定を含む。
【０１３４】
　上記物理チャネルのパラメータに関する情報は、ＲＲＣメッセージを用いて端末装置２
へ送信される。つまり、端末装置２は、受信したＲＲＣメッセージに基づいて、各物理チ
ャネルのリソース割り当てや送信電力を設定する。ＲＲＣメッセージには、報知チャネル
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に関するメッセージ、マルチキャストチャネルに関するメッセージ、ページングチャネル
に関するメッセージ、下りリンクの各チャネルに関するメッセージ、上りリンクの各チャ
ネルに関するメッセージなどがある。各ＲＲＣメッセージは、情報要素（IE: Informatio
n element）を含んで構成されてもよい。また、情報要素は、パラメータに相当する情報
が含まれてもよい。なお、ＲＲＣメッセージは、メッセージと呼称される場合もある。ま
た、メッセージクラスは、１つ以上のメッセージのセットである。メッセージには、情報
要素が含まれてもよい。情報要素には、無線リソース制御に関する情報要素、セキュリテ
ィ制御に関する情報要素、モビリティ制御に関する情報要素、測定に関する情報要素、マ
ルチメディアブロードキャストマルチキャストサービス（MBMS: Multimedia Broadcast M
ulticast Service）に関する情報要素などがある。また、情報要素には、下位の情報要素
が含まれてもよい。情報要素は、パラメータとして設定されてもよい。また、情報要素は
、１つ以上のパラメータを示す制御情報として定義されてもよい。また、ＲＲＣメッセー
ジは、システムインフォメーションを用いて、送信されてもよい。
【０１３５】
　情報要素（IE: Information Element）は、システムインフォメーション（SI: System 
Information）または専用シグナリング（Dedicated signaling）で種々のチャネル／信号
／情報に対するパラメータを規定（指定、設定）するために使われる。また、ある情報要
素は、１つ以上のフィールドを含む。情報要素は、１つ以上の情報要素で構成されてもよ
い。なお、情報要素に含まれるフィールドをパラメータと呼称する場合もある。つまり、
情報要素は、１種類（１つ）以上のパラメータを含んでもよい。また、端末装置２は、種
々のパラメータに基づいて無線リソース割り当て制御や上りリンク電力制御、送信制御等
を行なう。また、システムインフォメーションは情報要素として定義されてもよい。
【０１３６】
　情報要素を構成するフィールドには、情報要素が設定されてもよい。また、情報要素を
構成するフィールドには、パラメータが設定されてもよい。
【０１３７】
　ＲＲＣメッセージは、１つ以上の情報要素を含む。また、複数のＲＲＣメッセージがセ
ットされたＲＲＣメッセージをメッセージクラスと呼称する。
【０１３８】
　システムインフォメーションを用いて端末装置２に通知される上りリンク送信電力制御
に関するパラメータには、ＰＵＳＣＨに対する標準電力、ＰＵＣＣＨに対する標準電力、
伝搬路損失補償係数α、ＰＵＣＣＨフォーマット毎に設定される電力オフセットのリスト
、プリアンブルとメッセージ３の電力オフセットがある。さらに、システムインフォメー
ションを用いて端末装置２に通知されるランダムアクセスチャネルに関するパラメータに
は、プリアンブルに関するパラメータ、ランダムアクセスチャネルの送信電力制御に係る
パラメータ、ランダムアクセスプリアンブルの送信制御に係るパラメータがある。これら
のパラメータは、初期アクセス時または無線リンク障害（RLF: Radio Link Failure）発
生後の再接続／再確立時に使用される。
【０１３９】
　送信電力を設定するために用いられる情報は、報知情報として端末装置２に通知されて
もよい。また、送信電力を設定するために用いられる情報は、共有情報として端末装置２
に通知されてもよい。また、送信電力を設定するために用いられる情報は、専用情報（個
別情報）として端末装置２に通知されてもよい。
【０１４０】
　（実施形態）
　以下、本発明の実施形態について説明する。本実施形態における通信システムは、基地
局装置１（以下、アクセスポイント、ポイント、送信ポイント、受信ポイント、セル、サ
ービングセル、送信装置、受信装置、送信局、受信局、送信アンテナ群、送信アンテナポ
ート群、受信アンテナ群、受信アンテナポート群、通信装置、通信端末、ｅＮｏｄｅＢと
も呼称される）として、プライマリー基地局装置（マクロ基地局装置、第１の基地局装置
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、第１の通信装置、サービング基地局装置、アンカー基地局装置、マスター基地局装置、
第１のアクセスポイント、第１のポイント、第１の送信ポイント、第１の受信ポイント、
マクロセル、第１のセル、プライマリーセル、マスターセル、マスタースモールセルとも
呼称される）を備える。なお、プライマリーセルとマスターセル（マスタースモールセル
）は独立に構成されてもよい。さらに、本実施形態における通信システムは、セカンダリ
ー基地局装置（ＲＲＨ（Remote Radio Head）、リモートアンテナ、張り出しアンテナ、
分散アンテナ、第２のアクセスポイント、第２のポイント、第２の送信ポイント、第２の
受信ポイント、参照点、小電力基地局装置（LPN: Low Power Node）、マイクロ基地局装
置、ピコ基地局装置、フェムト基地局装置、スモール基地局装置、ローカルエリア基地局
装置、ファントム基地局装置、家庭（屋内）向け基地局装置（Home eNodeB, Home NodeB,
 HeNB, HNB）、第２の基地局装置、第２の通信装置、協調基地局装置群、協調基地局装置
セット、協調基地局装置、マイクロセル、ピコセル、フェムトセル、スモールセル、ファ
ントムセル、ローカルエリア、第２のセル、セカンダリーセルとも呼称される）を備えて
もよい。また、本実施形態に係る通信システムは、端末装置２（以下、移動局、移動局装
置、移動端末、受信装置、送信装置、受信端末、送信端末、第３の通信装置、受信アンテ
ナ群、受信アンテナポート群、送信アンテナ群、送信アンテナポート群、ユーザ装置、ユ
ーザ端末（UE: User Equipment）とも呼称される）を備える。ここで、セカンダリー基地
局装置は、複数のセカンダリー基地局装置として示されてもよい。例えば、プライマリー
基地局装置とセカンダリー基地局装置は、ヘテロジーニアスネットワーク配置を利用して
、セカンダリー基地局装置のカバレッジの一部または全てが、プライマリー基地局装置の
カバレッジに含まれ、端末装置と通信が行なわれてもよい。
【０１４１】
　また、本実施形態に係る通信システムは、基地局装置１と端末装置２とで構成される。
単一の基地局装置１は、１つ以上の端末装置２を管理してもよい。また、単一の基地局装
置１は、１つ以上のセル（サービングセル、プライマリーセル、セカンダリーセル、フェ
ムトセル、ピコセル、スモールセル、ファントムセル）を管理してもよい。また、単一の
基地局装置１は、１つ以上の周波数帯域（コンポーネントキャリア、キャリア周波数）を
管理してもよい。また、単一の基地局装置１は、１つ以上の小電力基地局装置（LPN: Low
 Power Node）を管理してもよい。また、単一の基地局装置１は、１つ以上の家庭（屋内
）向け基地局装置（HeNB: Home eNodeB）を管理してもよい。また、単一の基地局装置１
は、１つ以上のアクセスポイントを管理してもよい。基地局装置１間は、有線（光ファイ
バ、銅線、同軸ケーブルなど）または無線（Ｘ２インタフェース、Ｘ３インタフェース、
Ｘｎインタフェースなど）で接続されてもよい。つまり、複数の基地局装置１間では、光
ファイバで高速（遅延なし）で通信してもよい（Ideal backhaul）し、Ｘ２インタフェー
スで低速で通信してもよい（Non ideal backhaul）。その際、端末装置２の種々の情報（
設定情報やチャネル状態情報（CSI）、端末装置２の機能情報（UE capability, UE-EUTRA
-Capability）、ハンドオーバのための情報など）を通信してもよい。また、複数の基地
局装置１は、ネットワークで管理されてもよい。また、単一の基地局装置１は、１つ以上
の中継局装置（Relay）を管理してもよい。
【０１４２】
　また、本実施形態に係る通信システムは、複数の基地局装置または小電力基地局装置ま
たは家庭用基地局装置で協調通信（CoMP: Coordination Multiple Points）を実現しても
よい。つまり、第１の実施形態に係る通信システムは、端末装置２と通信を行なうポイン
ト（送信ポイントおよび／または受信ポイント）をダイナミックに切り替えるダイナミッ
クポイントセレクション（DPS: Dynamic Point Selection）を行なってもよい。また、本
実施形態に係る通信システムは、協調スケジューリング（CS: Coordinated Scheduling）
や協調ビームフォーミング（CB: Coordinated Beamforming）を行なってもよい。また、
本実施形態に係る通信システムは、ジョイント送信（JT: Joint Transmission）やジョイ
ント受信（JR: Joint Reception）を行なってもよい。
【０１４３】
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　また、近くに配置された複数の小電力基地局装置またはスモールセルは、クラスタリン
グ（クラスター化、グループ化）されてもよい。クラスタリングされた複数の小電力基地
局装置は、同じ設定情報を通知してもよい。また、クラスター化されたスモールセルの領
域（カバレッジ）をローカルエリアと呼称する場合もある。
【０１４４】
　下りリンク送信において、基地局装置１は、送信点（TP: Transmission Point）と呼称
される場合もある。また、上りリンク送信において、基地局装置１は、受信点（RP: Rece
ption Point）と呼称される場合もある。また、下りリンク送信点および上りリンク受信
点は、下りリンクパスロス測定用のパスロス参照点（Pathloss Reference Point, Refere
nce Point）になりうる。また、パスロス測定用の参照点は、送信点や受信点とは独立に
設定されてもよい。
【０１４５】
　また、スモールセルやファントムセル、ローカルエリアセルは、第３のセルとして設定
されてもよい。また、スモールセルやファントムセル、ローカルエリアセルは、プライマ
リーセルとして再設定されてもよい。また、スモールセルやファントムセル、ローカルエ
リアセルは、セカンダリーセルとして再設定されてもよい。スモールセルやファントムセ
ル、ローカルエリアセルは、サービングセルとして再設定されてもよい。また、スモール
セルやファントムセル、ローカルエリアセルはサービングセルに含まれてもよい。
【０１４６】
　スモールセルを構成可能な基地局装置１は必要に応じて、間欠受信（DRX: Discrete Re
ception）や間欠送信（DTX: Discrete Transmission）を行なってもよい。また、スモー
ルセルを構成可能な基地局装置１は、断続的または準静的に、一部の装置（例えば、送信
部や受信部）の電源のオン／オフを行なってもよい。
【０１４７】
　マクロセルを構成する基地局装置１とスモールセルを構成する基地局装置１とは、独立
な識別子（ID: Identity, Identifier）が設定される場合がある。つまり、マクロセルと
スモールセルの識別子は、独立に設定される場合がある。例えば、セル固有参照信号（CR
S: Cell specific Reference Signal）がマクロセルおよびスモールセルから送信される
場合、送信周波数および無線リソースが同じであっても、異なる識別子でスクランブルさ
れる場合もある。マクロセルに対するセル固有参照信号は物理層セルＩＤ（PCI: Physica
l layer Cell Identity）でスクランブルされ、スモールセルに対するセル固有参照信号
は仮想セルＩＤ（VCI: Virtual Cell Identity）でスクランブルされてもよい。マクロセ
ルでは物理層セルＩＤ（PCI: Physical layer Cell Identity）でスクランブルされ、ス
モールセルではグローバルセルＩＤ（GCI: Global Cell Identity）でスクランブルされ
てもよい。マクロセルでは第１の物理層セルＩＤでスクランブルされ、スモールセルでは
第２の物理層セルＩＤでスクランブルされてもよい。マクロセルでは第１の仮想セルＩＤ
でスクランブルされ、スモールセルでは第２の仮想セルＩＤでスクランブルされてもよい
。ここで、仮想セルＩＤは、物理チャネル／物理信号に設定されるＩＤであってもよい。
また、仮想セルＩＤは、物理層セルＩＤとは独立に設定されるＩＤであってもよい。また
、仮想セルＩＤは、物理チャネル／物理信号に用いられる系列のスクランブルに使用され
るＩＤであってもよい。
【０１４８】
　また、スモールセルまたはスモールセルとして設定されたサービングセルまたはスモー
ルセルに対応するコンポーネントキャリアでは、一部の物理チャネル／物理信号が送信さ
れなくてもよい。例えば、セル固有参照信号（CRS: Cell specific Reference Signal(s)
）や物理下りリンク制御チャネル（PDCCH: Physical Downlink Control Channel）が送信
されなくてもよい。また、スモールセルまたはスモールセルとして設定されたサービング
セルまたはスモールセルに対応するコンポーネントキャリアでは、新しい物理チャネル／
物理信号が送信されてもよい。
【０１４９】



(27) JP 6425662 B2 2018.11.21

10

20

30

40

50

　本実施形態では、セルアグリゲーション（キャリアアグリゲーション）を行なう端末装
置２は、プライマリーセルと少なくとも１つのセカンダリーセルにおいて、異なるフレー
ム構造タイプ（ＦＤＤ（タイプ１）およびＴＤＤ（タイプ２））が適用される場合、端末
装置２にプライマリーセルとセカンダリーセルそれぞれがサポートしているバンド間にお
いて、同時に送受信を行なう機能（性能、能力）がなければ、プライマリーセルとセカン
ダリーセルとで同時に送受信を行なわない。
【０１５０】
　図４は、本発明の実施形態に係る端末装置２の処理１の手順を示すフローチャートであ
る。端末装置２は、複数のセルでセルアグリゲーションを行なう場合、異なるフレーム構
造タイプの複数のセルが集約されているか否かを判定する（ステップＳ４０１）。異なる
フレーム構造タイプの複数のセルが集約されている場合（Ｓ４０１：ＹＥＳ）、端末装置
２は、異なるフレーム構造タイプの複数のセルで同時に送受信を行なう機能を有している
か否かを判定する（ステップＳ４０２）。異なるフレーム構造タイプの複数のセルで同時
に送受信を行なう機能を有している場合（Ｓ４０２：ＹＥＳ）、端末装置２は、同じサブ
フレームにおいて、異なるフレーム構造タイプの複数のセルで同時に送受信を行なうこと
ができる（ステップＳ４０３）。異なるフレーム構造タイプの複数のセルが集約されてい
ない場合（Ｓ４０１：ＮＯ）、すなわち、同じフレーム構造タイプの複数のセルが集約さ
れている場合、処理３へ移行する。また、異なるフレーム構造タイプの複数のセルで同時
に送受信を行なう機能を有していない場合（Ｓ４０２：ＮＯ）、処理２へ移行する。
【０１５１】
　以下に処理２の例を示す。
【０１５２】
　異なるフレーム構造タイプが適用される複数のセルが集約され、端末装置２に集約され
た複数のセル間で同時に送受信を行なう機能（性能、能力）がない場合、端末装置２は、
プライマリーセルのサブフレームの種類に応じて、同じサブフレームのセカンダリーセル
において、同時に送受信を行なうか決定する。
【０１５３】
　また、異なるフレーム構造タイプが適用される複数のセルが集約され、端末装置２に集
約された複数のセル間で同時に送受信を行なう機能がない場合、プライマリーセルのサブ
フレームが下りリンクサブフレームであれば、端末装置２は、同じサブフレームのセカン
ダリーセルにおいて、上りリンク信号（上りリンク信号を含むどのチャネルまたは信号）
の送信を行なわない。この際、基地局装置１は、そのサブフレームにおいて、端末装置２
から上りリンク信号が送信されることを期待しない。すなわち、基地局装置１は、そのサ
ブフレームにおいて、端末装置２から送信される上りリンク信号の受信を行なわなくても
よい。
【０１５４】
　また、異なるフレーム構造タイプが適用される複数のセルが集約され、端末装置２に集
約された複数のセル間で同時に送受信を行なう機能がない場合、プライマリーセルのサブ
フレームが上りリンク送信が要求された上りリンクサブフレーム（有効な上りリンクサブ
フレーム）であれば、端末装置２は、同じサブフレームのセカンダリーセルにおいて、下
りリンク信号が受信できることを期待しない。すなわち、この場合、端末装置２は、基地
局装置１から下りリンク信号が送信されること（下りリンク送信があること）を期待しな
い。そのため、この場合、端末装置２は、セカンダリーセルにおいて、下りリンク信号の
受信を行なわなくてもよい。また、この場合、基地局装置１は、端末装置２に対して、セ
カンダリーセルにおいて、下りリンク信号の送信を行なわなくてもよい。
【０１５５】
　また、異なるフレーム構造タイプが適用される複数のセルが集約され、端末装置２に集
約された複数のセル間で同時に送受信を行なう機能がない場合、プライマリーセルのサブ
フレームが上りリンク送信が要求されていない上りリンクサブフレーム（無効な上りリン
クサブフレーム）であれば、端末装置２は、同じサブフレームのセカンダリーセルにおい
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て、下りリンク信号の受信を行なってもよい。この場合、基地局装置１は、端末装置２に
対して、セカンダリーセルにおいて、下りリンク信号の送信を行なってもよい。
【０１５６】
　また、異なるフレーム構造タイプが適用される複数のセルが集約され、端末装置２に集
約された複数のセル間で同時に送受信を行なう機能がない場合、プライマリーセル（また
はセカンダリーセル）におけるクロスキャリアスケジューリングによって、セカンダリー
セルのあるサブフレームに対して、上りリンク送信が要求されていれば、端末装置２は、
同じサブフレームのプライマリーセルにおいて、下りリンク信号が受信できることを期待
しない。すなわち、この場合、端末装置２は、基地局装置１から下りリンク信号が送信さ
れることを期待しない。そのため、この場合、端末装置２は、下りリンク信号の受信を行
なわなくてもよい。
【０１５７】
　また、異なるフレーム構造タイプが適用される複数のセルが集約され、端末装置２に集
約された複数のセル間で同時に送受信を行なう機能がない場合、プライマリーセル（セカ
ンダリーセル）におけるマルチサブフレームスケジューリングまたはクロスサブフレーム
スケジューリングによって、セカンダリーセルのあるサブフレームに対して、上りリンク
送信が要求されていれば、端末装置２は、同じサブフレームのプライマリーセルにおいて
、下りリンク信号が受信できることを期待しない。すなわち、この場合、端末装置２は、
基地局装置１から下りリンク信号が送信されることを期待しない。そのため、この場合、
端末装置２は、下りリンク信号の受信を行なわなくてもよい。また、この場合、基地局装
置１は、端末装置２に対して、セカンダリーセルにおいて、下りリンク信号の送信を行な
わなくてもよい。
【０１５８】
　また、異なるフレーム構造タイプが適用される複数のセルが集約され、端末装置２に集
約された複数のセル間で同時に送受信を行なう機能がない場合、プライマリーセル（また
はセカンダリーセル）におけるマルチサブフレームスケジューリングまたはクロスサブフ
レームスケジューリングによって、セカンダリーセルのサブフレームに対して、下りリン
ク送信が示されていれば、端末装置２は、同じサブフレームのプライマリーセルにおいて
、上りリンク信号が送信できることを期待しない。すなわち、この場合、端末装置２は、
そのサブフレームにおいて、上りリンク送信が要求されることを期待しない。そのため、
この場合、端末装置２は、上りリンク信号の送信を行なわなくてもよい。例えば、Ｐ－Ｓ
ＲＳの送信サブフレームと同じサブフレームであったとしてもＰ－ＳＲＳの送信をドロッ
プしてもよい。
【０１５９】
　また、異なるフレーム構造タイプが適用される複数のセルが集約され、端末装置２に集
約された複数のセル間で同時に送受信を行なう機能がない場合、プライマリーセルのサブ
フレームがスペシャルサブフレームであれば、端末装置２は、同じサブフレームのセカン
ダリーセルにおいて、ＰＤＳＣＨ／ＥＰＤＣＣＨ／ＰＭＣＨ／ＰＲＳが受信できることを
期待しない。また、この場合、端末装置２は、ＰＵＳＣＨ／ＰＵＣＣＨ／ＰＲＡＣＨフォ
ーマット１～３を送信しなくてもよい。また、この場合、基地局装置１は、端末装置２か
らＰＵＳＣＨ／ＰＵＣＣＨ／ＰＲＡＣＨフォーマット１～３が送信されることを期待しな
い。
【０１６０】
　また、異なるフレーム構造タイプが適用される複数のセルが集約され、端末装置２に集
約された複数のセル間で同時に送受信を行なう機能がない場合、プライマリーセルのスペ
シャルサブフレームとセカンダリーセルの下りリンクサブフレームが同じサブフレームで
あれば、端末装置２は、プライマリーセルのサブフレーム内のガード期間とＵｐＰＴＳに
重複するセカンダリーセルのＯＦＤＭシンボルにおいて、下りリンク信号が受信できるこ
とを期待しない。この場合、端末装置２は、下りリンク信号の受信を行なわなくてもよい
。また、この場合、端末装置２は、プライマリーセルのサブフレーム内のガード期間とＵ
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ｐＰＴＳに重複していないセカンダリーセルのＯＦＤＭシンボルにおいて、下りリンク信
号（例えば、ＰＤＣＣＨ）の受信を行なってもよい。また、この場合、基地局装置１は、
プライマリーセルのサブフレーム内のガード期間とＵｐＰＴＳに重複していないセカンダ
リーセルのＯＦＤＭシンボルにおいて、下りリンク信号の送信を行なってもよい。
【０１６１】
　また、異なるフレーム構造タイプが適用される複数のセルが集約され、端末装置２に集
約された複数のセル間で同時に送受信を行なう機能がない場合、プライマリーセルのスペ
シャルサブフレームとセカンダリーセルの上りリンクサブフレームが同じサブフレームで
あれば、端末装置２は、プライマリーセルのサブフレーム内のガード期間とＤｗＰＴＳに
重複するセカンダリーセルのＳＣ－ＦＤＭＡシンボル（ＯＦＤＭシンボル）において、上
りリンク信号を送信できることを期待しない。この場合、端末装置２は、上りリンク信号
を送信しなくてもよい。また、この場合、端末装置２は、プライマリーセルのサブフレー
ム内のガード期間とＤｗＰＴＳに重複していないセカンダリーセルのＳＣ－ＦＤＭＡシン
ボルでは上りリンク信号（例えば、ＵｐＰＴＳに配置可能なＳＲＳやＰＲＡＣＨフォーマ
ット４）を送信してもよい。また、この場合、基地局装置１は、プライマリーセルのサブ
フレーム内のガード期間とＤｗＰＴＳに重複していないセカンダリーセルのＳＣ－ＦＤＭ
Ａシンボルで上りリンク信号を受信する。
【０１６２】
　また、異なるフレーム構造タイプが適用される複数のセルが集約され、端末装置２に集
約された複数のセル間で同時に送受信を行なう機能がない場合、複数のセルのうち、ある
セルのあるサブフレームにおいて、上りリンク送信が要求されると、他のセルが下りリン
クサブフレームであっても、その下りリンクサブフレームで下りリンク信号が受信できる
ことを期待しない。言い換えると、端末装置２は、他のセルの同じサブフレームにおいて
、基地局装置１から下りリンク信号が送信されることを期待しない。すなわち、この場合
、端末装置２は、基地局装置１から下りリンク信号が送信されることを期待しない。その
ため、この場合、端末装置２は、下りリンク信号の受信を行なわなくてもよい。この場合
、基地局装置１は、端末装置２に対して、下りリンク信号を送信しなくてもよい。
【０１６３】
　また、異なるフレーム構造タイプが適用される複数のセルが集約され、端末装置２に集
約された複数のセル間で同時に送受信を行なう機能がなく、上りリンクキャリアアグリゲ
ーションを行なう機能がない場合、プライマリーセルのサブフレームに対して、上りリン
ク送信が要求されていれば、端末装置２は、同じサブフレームのセカンダリーセルにおい
て、同時に上りリンク信号の送信および下りリンク信号の受信を行なわない。また、クロ
スキャリアスケジューリング（またはクロスサブフレームスケジューリング、マルチサブ
フレームスケジューリング）によって、セカンダリーセルのあるサブフレームに対して、
上りリンク送信が要求されていれば、同じサブフレームのプライマリーセルにおいて、上
りリンク信号の送信および下りリンク信号の受信を行なわなくてもよい。この場合、同じ
サブフレームのプライマリーセルにおいて、基地局装置１は、上りリンク信号の受信およ
び下りリンク信号の送信を行なわなくてもよい。
【０１６４】
　また、異なるフレーム構造タイプが適用される複数のセルが集約され、端末装置２に集
約された複数のセル間で同時に送受信を行なう機能がなく、下りリンクキャリアアグリゲ
ーションを行なう機能がない場合、プライマリーセルのあるサブフレームに対して、上り
リンク送信が要求されていれば、同じサブフレームのセカンダリーセルにおいて、下りリ
ンク信号が受信できることを期待しない。また、クロスキャリアスケジューリング（また
はクロスサブフレームスケジューリング、マルチサブフレームスケジューリング）によっ
て、セカンダリーセルのあるサブフレームに対して、上りリンク送信が要求されていれば
、同じサブフレームのプライマリーセルにおいて、下りリンク信号が受信できることを期
待しない。すなわち、この場合、端末装置２は、基地局装置１から下りリンク信号が送信
されることを期待しない。そのため、この場合、端末装置２は、下りリンク信号の受信を



(30) JP 6425662 B2 2018.11.21

10

20

30

40

50

行なわなくてもよい。
【０１６５】
　また、異なるフレーム構造タイプが適用される複数のセルが集約され、端末装置２に集
約された複数のセル間で上りリンクにおいては同時に送受信を行なう機能がない場合、プ
ライマリーセルのサブフレームが下りリンクサブフレームであれば、同じサブフレームの
セカンダリーセルにおいて、端末装置２は、上りリンク信号を送信しない。この場合、基
地局装置１は、同じサブフレームのセカンダリーセルにおいて、端末装置２から上りリン
ク信号が送信されることを期待しない。
【０１６６】
　また、異なるフレーム構造タイプが適用される複数のセルが集約され、端末装置２に集
約された複数のセル間で上りリンクにおいては同時に送受信を行なう機能がない場合、プ
ライマリーセルのサブフレームがスペシャルサブフレームであれば、端末装置２は、同じ
サブフレームのセカンダリーセルにおいて、ＰＤＳＣＨ／ＥＰＤＣＣＨ／ＰＭＣＨ／ＰＲ
Ｓが受信できることを期待しない。この場合、端末装置２は、ＰＤＳＣＨ／ＥＰＤＣＣＨ
／ＰＭＣＨ／ＰＲＳの受信を行なわなくてもよい。また、この場合、端末装置２は、ＰＵ
ＳＣＨ／ＰＵＣＣＨ／ＰＲＡＣＨフォーマット１～３を送信しなくてもよい。
【０１６７】
　また、異なるフレーム構造タイプが適用される複数のセルが集約され、端末装置２に集
約された複数のセル間で下りリンクにおいては同時に送受信を行なう機能がない場合、プ
ライマリーセルのサブフレームが上りリンクサブフレームであれば、端末装置２は、同じ
サブフレームのセカンダリーセルにおいて下りリンク信号を受信できることを期待しない
。すなわち、この場合、端末装置２は、下りリンク信号の受信を行なわなくてもよい。
【０１６８】
　また、異なるフレーム構造タイプが適用される複数のセルが集約され、端末装置２に集
約された複数のセル間で下りリンクにおいては同時に送受信を行なう機能がない場合、プ
ライマリーセルのスペシャルサブフレームとセカンダリーセルの上りリンクサブフレーム
が同じサブフレームであれば、端末装置２は、プライマリーセルのサブフレーム内のガー
ド期間とＤｗＰＴＳに重複するセカンダリーセルのＳＣ－ＦＤＭＡシンボル（ＯＦＤＭシ
ンボル）において、上りリンク信号を送信できることを期待しない。この場合、端末装置
２は、上りリンク信号を送信しなくてもよい。また、この場合、プライマリーセルのサブ
フレーム内のガード期間とＤｗＰＴＳに重複していないセカンダリーセルのＳＣ－ＦＤＭ
Ａシンボルでは上りリンク信号（例えば、ＵｐＰＴＳに配置可能なＳＲＳやＰＲＡＣＨフ
ォーマット４）を送信してもよい。
【０１６９】
　また、異なるフレーム構造タイプが適用される複数のセルが集約され、端末装置２に集
約された複数のセルのうち、セカンダリーセルの上りリンクにおいては同時に送受信を行
なう機能がない場合、プライマリーセルのサブフレームが下りリンクサブフレームであれ
ば、同じサブフレームのセカンダリーセルにおいて、端末装置２は、上りリンク信号を送
信しない。
【０１７０】
　また、異なるフレーム構造タイプが適用される複数のセルが集約され、端末装置２に集
約された複数のセルのうち、セカンダリーセルの上りリンクにおいては同時に送受信を行
なう機能がない場合、プライマリーセルのサブフレームがスペシャルサブフレームであれ
ば、端末装置２は、同じサブフレームのセカンダリーセルにおいて、ＰＤＳＣＨ／ＥＰＤ
ＣＣＨ／ＰＭＣＨ／ＰＲＳが受信できることを期待しない。この場合、端末装置２は、Ｐ
ＤＳＣＨ／ＥＰＤＣＣＨ／ＰＭＣＨ／ＰＲＳの受信を行なわなくてもよい。また、この場
合、端末装置２は、ＰＵＳＣＨ／ＰＵＣＣＨ／ＰＲＡＣＨフォーマット１～３を送信しな
くてもよい。
【０１７１】
　また、異なるフレーム構造タイプが適用される複数のセルが集約され、端末装置２に集
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約された複数のセルのうち、セカンダリーセルの下りリンクにおいては同時に送受信を行
なう機能がない場合、プライマリーセルのサブフレームが上りリンクサブフレームであれ
ば、端末装置２は、同じサブフレームのセカンダリーセルにおいて下りリンク信号を受信
できることを期待しない。すなわち、この場合、端末装置２は、下りリンク信号の受信を
行なわなくてもよい。
【０１７２】
　また、異なるフレーム構造タイプが適用される複数のセルが集約され、端末装置２に集
約された複数のセルのうち、セカンダリーセルの下りリンクにおいては同時に送受信を行
なう機能がない場合、プライマリーセルのスペシャルサブフレームとセカンダリーセルの
上りリンクサブフレームが同じサブフレームであれば、端末装置２は、プライマリーセル
のサブフレーム内のガード期間とＤｗＰＴＳに重複するセカンダリーセルのＳＣ－ＦＤＭ
Ａシンボル（ＯＦＤＭシンボル）において、上りリンク信号を送信できることを期待しな
い。この場合、端末装置２は、上りリンク信号を送信しなくてもよい。また、この場合、
プライマリーセルのサブフレーム内のガード期間とＤｗＰＴＳに重複していないセカンダ
リーセルのＳＣ－ＦＤＭＡシンボルでは上りリンク信号（例えば、ＵｐＰＴＳに配置可能
なＳＲＳやＰＲＡＣＨフォーマット４）を送信してもよい。
【０１７３】
　ここで、異なるフレーム構造タイプが適用される複数のセルが集約されるとは、例えば
、フレーム構造タイプがタイプ１（ＦＤＤ）であるセルとフレーム構造タイプがタイプ２
（ＴＤＤ）であるセルを集約することを含む。また、異なるフレーム構造タイプが適用さ
れる複数のセルが集約されるとは、例えば、フレーム構造タイプがタイプ１（ＦＤＤ）で
ある複数のセルとフレーム構造タイプがタイプ２（ＴＤＤ）である複数のセルを集約する
ことを含む。つまり、異なるフレーム構造タイプが適用される複数のセルが集約されると
は、例えば、フレーム構造タイプがタイプ１（ＦＤＤ）である１つ以上のセルとフレーム
構造タイプがタイプ２（ＴＤＤ）である１つ以上のセルを集約することを含む。なお、フ
レーム構造タイプについては、一例であり、タイプ３やタイプ４が定義された場合も同様
に適用されてもよい。
【０１７４】
　また、端末装置２は、プライマリーセルに対するフレーム構造タイプがＦＤＤで、セカ
ンダリーセルのうち、少なくとも１つのセカンダリーセルに対するフレーム構造タイプが
ＴＤＤであり、端末装置２に集約された異なるフレーム構造タイプの複数のセル間で同時
に送受信を行なう機能がない場合、端末装置２は、ＴＤＤが設定されたセカンダリーセル
において、上りリンクサブフレームで上りリンク信号を送信しない。
【０１７５】
　また、端末装置２は、プライマリーセルに対するフレーム構造タイプがＦＤＤで、セカ
ンダリーセルのうち、少なくとも１つのセカンダリーセルに対するフレーム構造タイプが
ＴＤＤであり、端末装置２に集約された異なるフレーム構造タイプの複数のセル間で同時
に送受信を行なう機能がない場合、プライマリーセルのあるサブフレームに対して、上り
リンク送信が要求されていれば、端末装置２は、同じサブフレームのセカンダリーセルに
おいて、下りリンク信号を受信しなくてもよい。言い換えると、プライマリーセルのある
サブフレームに対して、上りリンク送信が要求されていれば、同じサブフレームのセカン
ダリーセルにおいて、端末装置２は、基地局装置１から下りリンク信号が送信されること
を期待しない。
【０１７６】
　また、端末装置２は、プライマリーセルに対するフレーム構造タイプがＦＤＤで、セカ
ンダリーセルのうち、少なくとも１つのセカンダリーセルに対するフレーム構造タイプが
ＴＤＤであり、端末装置２に集約された異なるフレーム構造タイプの複数のセル間で同時
に送受信を行なう機能がない場合、プライマリーセルのＦＤＤバンドに対して、ハーフデ
ュプレックスがサポートされていれば、端末装置２は、プライマリーセルにおいて、常に
、下りリンクサブフレームまたはＰＤＣＣＨまたはＣＲＳをモニタすることがなくなるた
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め、プライマリーセルにおいて、下りリンクサブフレームから上りリンクサブフレームに
切り替わった場合、同じサブフレームのセカンダリーセルにおいて、上りリンク信号の送
信を行なってもよい。また、同様に、この場合、端末装置２は、プライマリーセルで上り
リンク送信が要求されたサブフレームと同じサブフレームのセカンダリーセルにおいて、
下りリンク信号を受信できることを期待しないが、プライマリーセルで上りリンク送信が
要求されていないサブフレームと同じサブフレームのセカンダリーセルにおいて、下りリ
ンク信号の受信を行なってもよい。
【０１７７】
　また、端末装置２は、プライマリーセルがＦＤＤで、セカンダリーセルのうち、少なく
とも１つのセカンダリーセルがＴＤＤであり、端末装置２に集約された異なるフレーム構
造タイプの複数のセル間で同時に送受信を行なう機能がない場合、クロスキャリアスケジ
ューリング（またはクロスサブフレームスケジューリング、マルチサブフレームスケジュ
ーリング）によって、セカンダリーセルのあるサブフレームに対して、上りリンク送信が
要求されていれば、同じサブフレームのプライマリーセルにおいて、下りリンク信号を受
信しなくてもよい。言い換えると、クロスキャリアスケジューリング（またはクロスサブ
フレームスケジューリング、マルチサブフレームスケジューリング）によって、セカンダ
リーセルのあるサブフレームに対して、上りリンク送信が要求された場合、端末装置２は
、同じサブフレームのプライマリーセルにおいて、基地局装置１から下りリンク信号が送
信されることを期待しない。また、クロスキャリアスケジューリング（またはクロスサブ
フレームスケジューリング、マルチサブフレームスケジューリング）によって、セカンダ
リーセルのあるサブフレームに対して、下りリンク送信が示された場合、端末装置２は、
同じサブフレームのプライマリーセルにおいて、上りリンク信号を送信しなくてもよい。
【０１７８】
　また、端末装置２は、プライマリーセルがＴＤＤで、セカンダリーセルのうち、少なく
とも１つのセカンダリーセルがＦＤＤであり、端末装置２に集約された異なるフレーム構
造タイプの複数のセル間で同時に送受信を行なう機能がない場合、プライマリーセルのサ
ブフレームが下りリンクサブフレームであれば、セカンダリーセルの同じサブフレームに
おいて、上りリンク信号を送信しない。
【０１７９】
　また、端末装置２は、プライマリーセルがＴＤＤで、セカンダリーセルのうち、少なく
とも１つのセカンダリーセルがＦＤＤであり、端末装置２に集約された異なるフレーム構
造タイプの複数のセル間で同時に送受信を行なう機能がない場合、プライマリーセルのあ
るサブフレームにおいて、上りリンク信号がスケジュールされていれば、セカンダリーセ
ルの同じサブフレームにおいて、基地局装置１から下りリンク信号が送信されることを期
待しない。端末装置２は、プライマリーセルのあるサブフレームにおいて、上りリンク送
信が要求されていれていなければ、同じサブフレームのセカンダリーセルにおいて、下り
リンク信号を受信してもよい。
【０１８０】
　また、端末装置２は、プライマリーセルがＴＤＤで、セカンダリーセルのうち、少なく
とも１つのセカンダリーセルがＦＤＤであり、端末装置２に集約された異なるフレーム構
造タイプの複数のセル間で同時に送受信を行なう機能がない場合、クロスキャリアスケジ
ューリング（またはクロスサブフレームスケジューリング、マルチサブフレームスケジュ
ーリング）によって、セカンダリーセルのあるサブフレームに対して、上りリンク送信が
要求されていれば、同じサブフレームのプライマリーセルにおいて、基地局装置１から下
りリンク信号が送信されることを期待しない。また、クロスキャリアスケジューリング（
またはクロスサブフレームスケジューリング、マルチサブフレームスケジューリング）に
よって、セカンダリーセルのあるサブフレームに対して、下りリンク送信が示されていれ
ば、プライマリーセルの同じサブフレームにおいて、端末装置２は、上りリンク信号を送
信しなくてもよい。
【０１８１】
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　また、端末装置２は、プライマリーセルがＴＤＤで、セカンダリーセルのうち、少なく
とも１つのセカンダリーセルがプライマリーセルとは異なるＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ設定であ
り、端末装置２に集約された異なるフレーム構造タイプの複数のセル間で同時に送受信を
行なう機能がない場合、端末装置２は、同じサブフレームで、プライマリーセルとセカン
ダリーセルで同時に送受信を行なわない。なお、複数のセル間で比較するＴＤＤ　ＵＬ／
ＤＬ設定は、上りリンク参照ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ設定であってもよい。また、複数のセル
間で比較するＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ設定は、下りリンク参照ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ設定であっ
てもよい。また、複数のセル間で比較するＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ設定は、ＳＩＢ１で送信さ
れたＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ設定であってもよい。また、複数のセル間で比較するＴＤＤ　Ｕ
Ｌ／ＤＬ設定は、ＲＲＣシグナリングで送信されたＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ設定であってもよ
い（ＲＲＣでシグナリングされたＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ設定であってもよい）。また、複数
のセル間で比較するＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ設定は、一方がＳＩＢ１で送信され、もう一方が
ＲＲＣシグナリングで送信されてもよい。
【０１８２】
　なお、同じフレーム構造タイプの複数のセルで集約される場合、フレーム構造タイプが
ＦＤＤであれば、セル間で同時に送受信を行なってもよい。また、同じフレーム構造タイ
プの複数のセルで集約される場合、フレーム構造タイプがＴＤＤであれば、セル間で異な
るＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ設定がされているか否かに応じて、同時に送受信を行なってもよい
か否かを決定してもよい。
【０１８３】
　ここで、上りリンク送信が要求されるとは、上りリンク送信に対するグラント（dynami
c scheduled grant, semi-persistent scheduling grant, random access response gran
t, uplink grant）によって上りリンク信号がスケジュールされることであってもよい。
また、上りリンク送信が要求されるとは、ＤＣＩフォーマットに含まれるＳＲＳリクエス
トやＣＳＩリクエストによって、ＰＵＳＣＨやＳＲＳが要求されることであってもよい。
また、上りリンク送信が要求されるとは、上位層によって設定されたパラメータによって
上りリンク信号がスケジュールされることであってもよい。ここで、上りリンク送信が要
求された上りリンクサブフレームを有効な上りリンクサブフレームと呼称する。また、上
りリンク送信が要求されていない上りリンクサブフレームを無効な上りリンクサブフレー
ムと呼称する。
【０１８４】
　また、有効な下りリンクサブフレームとは、下りリンクグラントによって、ＰＤＳＣＨ
のリソースが割り当てられているサブフレームであってもよい。また、有効な下りリンク
サブフレームとは、上位層によって下りリンク信号の送信間隔または受信間隔、測定間隔
が設定された下りリンクサブフレームであってもよい。例えば、ＣＳＩ測定サブフレーム
セットによってビットマップで示されてもよい。また、測定サブフレームパターンによっ
てビットマップで示されてもよい。周期とサブフレームオフセットによって、測定する下
りリンクサブフレームが示されてもよい。上位層によって測定間隔が示されていない下り
リンクサブフレームにおいて、端末装置２は、無効な下りリンクサブフレームとして、下
りリンク信号が送信されることを期待しなくてもよい。
【０１８５】
　図５は、本発明の実施形態に係る端末装置２の処理３の手順を示すフローチャートであ
る。集約された複数のセルのフレーム構造タイプは、ＴＤＤか否かを判定する（ステップ
Ｓ５０１）。集約された複数のセルのフレーム構造タイプがＴＤＤである場合（Ｓ５０１
：ＹＥＳ）、複数のセル間で異なるＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ設定がセットされているか否かを
判定する（Ｓ５０２）。複数のセル間で異なるＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ設定がセットされてい
る場合（Ｓ５０２：ＹＥＳ）、処理４へ移行する。複数のセル間で異なるＴＤＤ　ＵＬ／
ＤＬ設定がセットされていない場合（Ｓ５０２：ＮＯ）、すなわち、複数のセル間で同じ
ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ設定がセットされている場合、同じサブフレームの複数のセルにおい
て、同時に送信または同時に受信することはあっても、同時に送受信を行なうことはない
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ため、以降の処理は発生しない（ステップＳ５０３）。集約された複数のセルのフレーム
構造タイプがＴＤＤでない場合（Ｓ５０１：ＮＯ）、例えば、集約された複数のセルのフ
レーム構造タイプがＦＤＤである場合、処理５へ移行する。
【０１８６】
　以下に処理４の例を示す。
【０１８７】
　異なるＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ設定の複数のセルが集約され、端末装置２に集約された複数
のセル間で同時に送受信を行なう機能がない場合、端末装置２は、プライマリーセルのサ
ブフレームの種類に応じて、同じサブフレームのセカンダリーセルにおいて、同時に送受
信を行なうか決定する。
【０１８８】
　また、異なるＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ設定の複数のセルが集約され、端末装置２に集約され
た複数のセル間で同時に送受信を行なう機能がない場合、プライマリーセルのサブフレー
ムが下りリンクサブフレームであれば、端末装置２は、同じサブフレームのセカンダリー
セルにおいて、上りリンク信号（上りリンク信号を含むどのチャネルまたは信号）の送信
を行なわない。
【０１８９】
　また、異なるＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ設定の複数のセルが集約され、端末装置２に集約され
た複数のセル間で同時に送受信を行なう機能がない場合、プライマリーセルのサブフレー
ムが上りリンクサブフレームであれば、端末装置２は、同じサブフレームのセカンダリー
セルにおいて、下りリンク信号が受信できることを期待しない。すなわち、この場合、端
末装置２は、基地局装置１から下りリンク信号が送信されることを期待しない。そのため
、この場合、端末装置２は、セカンダリーセルにおいて、下りリンク信号の受信を行なわ
なくてもよい。
【０１９０】
　また、異なるＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ設定の複数のセルが集約され、端末装置２に集約され
た複数のセル間で同時に送受信を行なう機能がない場合、プライマリーセルのサブフレー
ムがスペシャルサブフレームであれば、端末装置２は、同じサブフレームのセカンダリー
セルにおいて、ＰＤＳＣＨ／ＥＰＤＣＣＨ／ＰＭＣＨ／ＰＲＳが受信できることを期待し
ない。また、この場合、端末装置２は、ＰＵＳＣＨ／ＰＵＣＣＨ／ＰＲＡＣＨフォーマッ
ト１～３を送信しなくてもよい。
【０１９１】
　また、異なるＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ設定の複数のセルが集約され、端末装置２に集約され
た複数のセル間で同時に送受信を行なう機能がない場合、プライマリーセルのスペシャル
サブフレームとセカンダリーセルの下りリンクサブフレームが同じサブフレームであれば
、端末装置２は、プライマリーセルのサブフレーム内のガード期間とＵｐＰＴＳに重複す
るセカンダリーセルのＯＦＤＭシンボルにおいて、下りリンク信号が受信できることを期
待しない。この場合、端末装置２は、下りリンク信号の受信を行なわなくてもよい。また
、この場合、プライマリーセルのサブフレーム内のガード期間とＵｐＰＴＳに重複してい
ないセカンダリーセルのＯＦＤＭシンボルにおいて、下りリンク信号（例えば、ＰＤＣＣ
Ｈ）の受信を行なってもよい。
【０１９２】
　以下に処理５の例を示す。
【０１９３】
　複数のセルのフレーム構造タイプがＦＤＤである場合、同時に集約される異なるＦＤＤ
バンド（デュプレックスモードがＦＤＤのバンド）において、上りリンクキャリアアグリ
ゲーションおよび／または下りリンクキャリアアグリゲーションが適用されるか否かによ
って、端末装置２は、複数のセル間で同時に送受信を行なえるか否かを判定する。同時に
集約される異なるＦＤＤバンドにおいて、上りリンクキャリアアグリゲーションおよび／
または下りリンクキャリアアグリゲーションが可能な場合、同じサブフレームの複数のセ
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ルにおいて、同時に送受信を行なうことができる。異なるＦＤＤバンドにおいて、ハーフ
デュプレックスが適用される場合、同じサブフレームの複数のセルにおいて、同時に送受
信を行なわなくてもよい。また、端末装置２に２つ以上の無線送信部および／または無線
受信部（無線送受信部、ＲＦ部）を有している場合には、複数のセル間で同時に送受信を
行なってもよい。
【０１９４】
　また、本実施形態は、異なるバンド（E-UTRA Operating Band, E-UTRA Band, Band）に
対しても適用されてもよい。
【０１９５】
　ここで、デュプレックスモードがＴＤＤのバンドをＴＤＤバンド、デュプレックスモー
ドがＦＤＤのバンドをＦＤＤバンドと呼称する場合もある。同様に、フレーム構造タイプ
がＦＤＤ（タイプ１）のセル（キャリア）をＦＤＤセル（ＦＤＤキャリア）、フレーム構
造タイプがＴＤＤ（タイプ２）のセル（キャリア）をＴＤＤセル（ＴＤＤキャリア）と呼
称する場合もある。
【０１９６】
　セルアグリゲーションを行なう端末装置２は、異なるバンドの複数のセル間で同時に送
受信を行なう機能がある場合、同じサブフレームで異なるバンドの複数のセルにおいて、
同時に送受信を行なってもよい。デュプレックスモードがＴＤＤである複数のセルがある
場合、その複数のセル（ＴＤＤセル）のＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ設定が異なる場合であっても
同時に送受信してもよい。ＴＤＤがサポートされた異なるバンド間のセルアグリゲーショ
ンにおいて、同時に送受信を行なう機能が有しているか否かによって、複数のＴＤＤセル
でセルアグリゲーションが行なえるか否かが判定されてもよい。
【０１９７】
　また、異なるバンドの複数のセルが集約され、端末装置２に異なるバンドの複数のセル
間で同時に送受信を行なう機能がない場合、端末装置２は、プライマリーセルのサブフレ
ームが下りリンクサブフレームであれば、同じサブフレームでセカンダリーセルにおいて
は、上りリンク信号（物理チャネル、物理信号）を送信しない。
【０１９８】
　また、異なるバンドの複数のセルが集約され、端末装置２に異なるバンドの複数のセル
間で同時に送受信を行なう機能がない場合、端末装置２は、同じサブフレームで、プライ
マリーセルのサブフレームがスペシャルサブフレームで、セカンダリーセルのサブフレー
ムが下りリンクサブフレームであれば、セカンダリーセルで、ＰＤＳＣＨ／ＥＰＤＣＣＨ
／ＰＭＣＨ／ＰＲＳが受信できることを期待しない。
【０１９９】
　また、異なるバンドの複数のセルが集約され、端末装置２に異なるバンドの複数のセル
間で同時に送受信を行なう機能がない場合、端末装置２は、同じサブフレームで、プライ
マリーセルのサブフレームがスペシャルサブフレームで、セカンダリーセルのサブフレー
ムが下りリンクサブフレームであれば、プライマリーセルのガード期間とＵｐＰＴＳと重
複するセカンダリーセルのＯＦＤＭシンボルで他の信号（下りリンク信号）が受信できる
ことを期待しない。
【０２００】
　また、異なるバンドの複数のセルが集約され、端末装置２に異なるバンドの複数のセル
間で同時に送受信を行なう機能がない場合、端末装置２は、プライマリーセルのサブフレ
ームが上りリンク送信が要求された上りリンクサブフレームであれば、セカンダリーセル
の同じサブフレームにおいて、下りリンク信号を受信できることを期待しない。
【０２０１】
　また、異なるバンドの複数のセルが集約され、端末装置２に異なるバンドの複数のセル
間で同時に送受信を行なう機能がない場合、端末装置２は、セカンダリーセルのサブフレ
ームが上りリンク送信が要求された上りリンクサブフレームであれば、プライマリーセル
の同じサブフレームにおいて、下りリンク信号を受信できることを期待しない。
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【０２０２】
　つまり、異なるバンドの複数のセルが集約され、端末装置２に異なるバンドの複数のセ
ル間で同時に送受信を行なう機能がない場合、端末装置２は、プライマリーセルかセカン
ダリーセルかに因らず、あるセルで上りリンク送信が要求された上りリンクサブフレーム
があれば、他のセルの同じサブフレームにおいて、下りリンク信号の受信を行なわなくて
もよい。
【０２０３】
　また、異なるバンドの複数のセルが集約され、端末装置２に異なるバンドの複数のセル
間で同時に送受信を行なう機能がない場合、端末装置２は、プライマリーセルかセカンダ
リーセルかに因らず、端末装置２がサポートしているセルにおいて上りリンク送信が要求
された上りリンクサブフレームがなければ、同じサブフレームで下りリンク信号を受信し
てもよい。
【０２０４】
　異なるバンドの複数のセルが集約され、端末装置２に異なるバンドの複数のセル間で同
時に送受信を行なう機能がなく、端末装置２がサポートしているバンド間で上りリンクキ
ャリアアグリゲーションを行なう機能がない場合、端末装置２は、プライマリーセルのあ
るサブフレームに対して、上りリンク送信が要求されていれば、同じサブフレームのセカ
ンダリーセルにおいて、上りリンク信号の送信および下りリンク信号の受信を行なわない
。また、クロスキャリアスケジューリング（またはクロスサブフレームスケジューリング
、マルチサブフレームスケジューリング）によって、セカンダリーセルのあるサブフレー
ムに対して、上りリンク送信が要求されていれば、同じサブフレームのプライマリーセル
において、上りリンク信号の送信および下りリンク信号の受信を行なわない。
【０２０５】
　異なるバンドの複数のセルが集約され、端末装置２に異なるバンドの複数のセル間で同
時に送受信を行なう機能がなく、端末装置２がサポートしているバンド間で下りリンクキ
ャリアアグリゲーションを行なう機能がない場合、端末装置２は、プライマリーセルのあ
るサブフレームに対して、上りリンク送信が要求されていれば、同じサブフレームのセカ
ンダリーセルにおいて、下りリンク信号の受信を行なわなくてもよい。また、クロスキャ
リアスケジューリング（またはクロスサブフレームスケジューリング、マルチサブフレー
ムスケジューリング）によって、セカンダリーセルのあるサブフレームに対して、上りリ
ンク送信が要求されていれば、端末装置２は、同じサブフレームのプライマリーセルにお
いて、下りリンク信号の受信を行なわなくてもよい。この場合、端末装置２は、下りリン
ク信号が受信できることを期待しない。また、クロスキャリアスケジューリング（または
クロスサブフレームスケジューリング、マルチサブフレームスケジューリング）によって
、セカンダリーセルのあるサブフレームに対して、下りリンク送信が示されていれば、端
末装置２は、同じサブフレームのプライマリーセルにおいて、上りリンク信号の送信を行
なわなくてもよい。
【０２０６】
　本実施形態において、端末装置２は、複数のセルそれぞれに対してＣＲＳやＣＳＩ－Ｒ
Ｓを測定するサブフレーム、ＰＤＣＣＨやＥＰＤＣＣＨをモニタするサブフレームが上位
層シグナリングによって設定されている場合、そのサブフレームにおいて、第１のセルに
対する上りリンク送信が要求されていなければ、第２のセルに対するＣＲＳやＣＳＩ－Ｒ
Ｓを測定し、ＰＤＣＣＨやＥＰＤＣＣＨをモニタしてもよい。また、そのサブフレームに
おいて、第１のセルに対するＰ－ＳＲＳの送信が生じる場合には、Ｐ－ＳＲＳの送信をド
ロップしてもよい。また、そのサブフレームにおいて、第１のセルに対するＣＳＩを伴う
ＰＵＣＣＨの送信が生じる場合、ＣＳＩを伴うＰＵＣＣＨの送信を優先し、第２のセルに
対するＣＲＳやＣＳＩ－ＲＳを測定しなくてもよいし、ＰＤＣＣＨやＥＰＤＣＣＨをモニ
タしなくてもよい。そのサブフレームにおいて、第１のセルに対するＨＡＲＱ－ＡＣＫお
よび／またはＳＲを伴うＰＵＣＣＨの送信が生じる場合、ＨＡＲＱ－ＡＣＫおよび／また
はＳＲを伴うＰＵＣＣＨの送信を優先し、第２のセルに対するＣＲＳやＣＳＩ－ＲＳを測
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定しなくてもよいし、ＰＤＣＣＨやＥＰＤＣＣＨをモニタしなくてもよい。
【０２０７】
　本実施形態において、端末装置２は、ＣＲＳやＣＳＩ－ＲＳを測定するサブフレーム、
ＰＤＣＣＨやＥＰＤＣＣＨをモニタするサブフレームが上位層シグナリングによって設定
されなかった場合、同じサブフレームで、第１のセルでは、上りリンクサブフレームで、
第２のセルでは、下りリンクサブフレームであり、第１のセルの上りリンクサブフレーム
でＰ－ＳＲＳの送信が生じる場合、第２のセルでＰＤＣＣＨを検出できなければ、そのサ
ブフレームでＰ－ＳＲＳを送信してもよい。
【０２０８】
　本実施形態において、ＴＤＤバンドとＦＤＤバンドの複数のセルが集約され、集約され
た複数のセルで同時に送受信を行なう機能がない場合、端末装置２は、そのＦＤＤのバン
ド（ＦＤＤバンドのセル）においては、ハーフデュプレックスのみサポートしてもよい（
そのＦＤＤバンドにおいて、フルデュプレックスをサポートしなくてもよい）。この場合
、集約された複数のセルのうち、少なくとも１つのセルに適用されているＦＤＤバンドに
ハーフデュプレックスがサポートされているか否かは、集約されたＴＤＤバンドのセルと
ＦＤＤバンドのセルで同時に送受信を行なう機能がサポートされているかに対応付けられ
てもよい。
【０２０９】
　また、ＴＤＤバンドとＦＤＤバンドの複数のセルが集約され、集約された複数のセルで
同時に送受信を行なう機能がある場合、そのＦＤＤバンドにおいて、ハーフデュプレック
スがサポートされているかに応じて、そのＦＤＤバンドでハーフデュプレックスかフルデ
ュプレックスかを決定してもよい。すなわち、この場合、ＦＤＤバンドにハーフデュプレ
ックスをサポートするかは独立に示されてもよい。
【０２１０】
　クロスキャリアスケジューリングが設定された端末装置２は、上りリンクおよび下りリ
ンクのクロスキャリアスケジューリングが可能となる。しかし、ＴＤＤキャリアとＦＤＤ
キャリアによるキャリアアグリゲーションを行なう端末装置２にとって、上りリンクに対
するクロスキャリアスケジューリングと下りリンクに対するクロスキャリアスケジューリ
ングは、独立に設定されることによって、通信効率が向上する。
【０２１１】
　図６は、本発明の実施形態に係わる端末装置２の処理６の手順を示すフローチャートで
ある。端末装置２は、端末装置２の機能に上りリンクおよび下りリンクに対するクロスキ
ャリアスケジューリングを行なう機能が独立にサポートされているか否かを判定する（ス
テップＳ６０１）。端末装置２は、端末装置２の機能に上りリンクおよび下りリンクに対
するクロスキャリアスケジューリングを行なう機能が独立にサポートされている場合（Ｓ
６０１：ＹＥＳ）、その機能情報を基地局装置１へ送信する。基地局装置１は、その機能
情報に基づいて、端末装置２に上りリンクおよび下りリンクに対するクロスキャリアスケ
ジューリングに関する設定を独立にセットし、その設定情報を端末装置２へ送信する。端
末装置２は、その設定情報に基づいて、上りリンクおよび下りリンクに対するクロスキャ
リアスケジューリングを行なう。その際、上りリンクおよび下りリンクに対するクロスキ
ャリアスケジューリングが何れか一方のみ行なうことがセットされているか否かを判定す
る（ステップＳ６０２）。上りリンクおよび下りリンクに対するクロスキャリアスケジュ
ーリングが何れか一方のみ行なうことがセットされている場合（Ｓ６０２：ＹＥＳ）、端
末装置２は、処理７へ移行する。上りリンクおよび下りリンクに対するクロスキャリアス
ケジューリングが何れも設定されていない、または、上りリンクおよび下りリンクに対す
るクロスキャリアスケジューリングが何れも設定されている場合（Ｓ６０２：ＮＯ）、ブ
ラインドデコーディングの総数は、予め設定（定義）された値を超えない。上りリンクお
よび下りリンクに対するクロスキャリアスケジューリングを行なう機能が独立にサポート
されていない場合（Ｓ６０１：ＮＯ）、端末装置２は処理８へ移行する。
【０２１２】
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　以下に処理７の例を示す。
【０２１３】
　上りリンクに対するクロスキャリアスケジューリングと下りリンクに対するクロスキャ
リアスケジューリングのうち、何れか一方に対するクロスキャリアスケジューリングのみ
が設定されることによって、ＣＩＦが含まれるＤＣＩフォーマット（ＰＤＣＣＨ）とＣＩ
Ｆが含まれないＤＣＩフォーマットに分かれる。ＣＩＦが含まれるか否かによって、ＤＣ
Ｉフォーマットサイズが異なるＤＣＩフォーマットが増えるため、その分、ブラインドデ
コーディング数も増加する。
【０２１４】
　上りリンクと下りリンクに対して、独立にクロスキャリアスケジューリングを行なう機
能があり、何れか一方のクロスキャリアスケジューリングが設定された場合、ＣＩＦを含
むＤＣＩフォーマットとＣＩＦを含まないＤＣＩフォーマットを用いてスケジューリング
が行なわれるため、ブラインドデコーディングの総数は増加する。
【０２１５】
　ＴＤＤセルに対するクロスキャリアスケジューリングとＦＤＤセルに対するクロスキャ
リアスケジューリングを行なう場合には、ＴＤＤセルに対するＤＣＩフォーマットとＦＤ
Ｄセルに対するＤＣＩフォーマットでは、同じＤＣＩフォーマットであっても、そのＤＣ
Ｉフォーマットに含まれるＤＣＩが異なる場合がある。そのため、ＴＤＤセルに対するＤ
ＣＩフォーマットとＦＤＤセルに対するＤＣＩフォーマットでは、同じＤＣＩフォーマッ
トサイズにならない場合があるので、ブラインドデコーディングの総数は増加する。なお
、基地局装置１は、ＴＤＤセルに対するＤＣＩフォーマットとＦＤＤセルに対するＤＣＩ
フォーマットのＤＣＩフォーマットサイズを同じサイズにすることで、ブラインドデコー
ディングの総数を増加しないように制御してもよい。
【０２１６】
　また、上りリンクと下りリンクに対して、独立にクロスキャリアスケジューリングが設
定されることによって、上りリンクグラントと下りリンクグラントが、それぞれ異なるセ
ル（コンポーネントキャリア）で送信される。そのため、異なるセルから送信された同じ
フォーマットサイズのＤＣＩフォーマットにおいても独立にブラインドデコーディングを
行なわれ、その分のブラインドデコーディング数が増加する。つまり、上りリンクと下り
リンクでともにクロスキャリアスケジューリングを行なう場合には、ブラインドデコーデ
ィングの総数が増えないように通信制御を行なうことができる。また、上りリンクと下り
リンクでともにクロスキャリアスケジューリングを行なわない場合には、ブラインドデコ
ーディングの総数が増えないように通信制御を行なうことができる。
【０２１７】
　上りリンクと下りリンクに対して、独立にクロスキャリアスケジューリングが設定され
る場合、何れか一方にクロスキャリアスケジューリングが設定されなければ、ブラインド
デコーディングの総数が増える。この場合、受信処理遅延を増加させないようにするため
に、ブラインドデコーディングの総数を増やさないようにする必要がある。
【０２１８】
　例えば、下りリンクに対するクロスキャリアスケジューリングだけを行なう場合、各セ
ルに対する下りリンクグラントは、常に、１つのセルからしか送信されないように送信制
御／受信制御してもよい。その１つのセルは、上位層によって設定されてもよい。すなわ
ち、基地局装置１から端末装置２へ上位層シグナリングを用いて通知されてもよい。また
、この場合、各セルにおけるＵＳＳに対するブラインドデコーディング数を低減してもよ
い。また、この場合、各セルにおけるＵＳＳに対するＰＤＣＣＨ候補数を低減することに
よってブラインドデコーディング数を低減してもよい。また、この場合、各セルにおける
ＵＳＳに対するアグリゲーションレベルを制限することによってブラインドデコーディン
グ数を低減してもよい。なお、上りリンクに対するクロスキャリアスケジューリングだけ
を行なう場合についても同様の処理を行なってもよい。なお、この場合、クロスキャリア
スケジューリングを行なわないグラント（ＤＣＩフォーマット）に対してもＣＩＦが含ま
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れてもよい。
【０２１９】
　上りリンクと下りリンクに対して、独立にクロスキャリアスケジューリングが設定され
ることによってブラインドデコーディングの総数が所定の値を超える場合、所定の値を超
えないようにブランドデコーディングを制限する。
【０２２０】
　以下に処理８の例を示す。
【０２２１】
　端末装置２に、上りリンクおよび下りリンクに対するクロスキャリアスケジューリング
を行なう機能が独立にサポートされていない、または、上りリンクおよび下りリンクに対
してクロスキャリアスケジューリングを行なう共通の機能がサポートされている場合には
、上りリンク対するＤＣＩフォーマットと下りリンクに対するＤＣＩフォーマットには、
常にＣＩＦが含まれる、または、ＣＩＦが含まれてないため、ブラインドデコーディング
の総数は、所定の値を超えない。
【０２２２】
　次に、処理９の例を示す。
【０２２３】
　ＴＤＤ－ＦＤＤキャリアアグリゲーションを行なう端末装置２に対して、１つ以上のサ
ービングセルが設定され、且つ、少なくとも２つのサービングセルのフレーム構造タイプ
（デュプレックスモード）が異なり、且つ、サービングセルがプライマリーセルであり、
且つ、サービングセルのフレーム構造タイプがＦＤＤであり、且つ、サービングセルをス
ケジューリングするためのもう一方フレーム構造タイプが異なる（異なるフレーム構造タ
イプの）サービングセル（例えば、ＴＤＤサービングセル）において、ＰＤＣＣＨ／ＥＰ
ＤＣＣＨをモニタすることが設定されていない場合には、そのサービングセルに上りリン
ク参照ＵＬ／ＤＬ設定は、セットされなくてもよい。
【０２２４】
　つまり、ＴＤＤサービングセルに対して（または、ＴＤＤサービングセルで送信される
ＤＣＩフォーマットに対して）、ＣＩＦ（Carrier Indicator Field）が設定されない場
合には、ＦＤＤサービングセルに上りリンク参照ＵＬ／ＤＬ設定がセットされなくてもよ
い。言い換えると、各サービングセルがセルフスケジューリングである場合には、ＦＤＤ
サービングセルに上りリンク参照ＵＬ／ＤＬ設定（仮想ＵＬ／ＤＬ設定）がセットされな
くてもよい。
【０２２５】
　ＴＤＤ－ＦＤＤキャリアアグリゲーションを行なう端末装置２に対して、１つ以上のサ
ービングセルが設定され、且つ、少なくとも２つのサービングセルのフレーム構造タイプ
（デュプレックスモード）が異なり、且つ、サービングセルがプライマリーセルであり、
且つ、サービングセルのフレーム構造タイプがＴＤＤであり、且つ、サービングセルをス
ケジューリングするためのもう一方のフレーム構造タイプが異なるサービングセルにおい
て、端末装置２に対して、ＰＤＣＣＨ／ＥＰＤＣＣＨをモニタすることが設定されていな
い場合には、そのサービングセルのＵＬ／ＤＬ設定が上りリンク参照ＵＬ／ＤＬ設定であ
ってもよい。
【０２２６】
　つまり、ＴＤＤサービングセルに対して（または、ＴＤＤサービングセルにおけるＤＣ
Ｉフォーマットに対して）、ＣＩＦが設定される場合、ＦＤＤサービングセルに上りリン
ク参照ＵＬ／ＤＬ設定がセットされてもよい。言い換えると、ＴＤＤサービングセルがＦ
ＤＤサービングセルに対して、クロスキャリアスケジューリングを行なう場合には、ＦＤ
Ｄサービングセルに対して、上りリンク参照ＵＬ／ＤＬ設定（仮想ＵＬ／ＤＬ設定）がセ
ットされてもよい。
【０２２７】
　ＴＤＤ－ＦＤＤキャリアアグリゲーションを行なう端末装置２に対して、１つ以上のサ
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ービングセルが設定され、且つ、少なくとも２つのサービングセルのフレーム構造タイプ
（デュプレックスモード）が異なり、且つ、サービングセルがセカンダリーセルであり、
且つ、サービングセルがＦＤＤであり、且つ、サービングセルをスケジューリングするた
めのもう一方のフレーム構造タイプが異なる（異なるフレーム構造タイプの）サービング
セルにおいて、端末装置２が、ＰＤＣＣＨ／ＥＰＤＣＣＨをモニタすることを設定されて
いない場合には、サービングセルに対して、フレーム構造タイプの異なるサービングセル
のＵＬ／ＤＬ設定とＦＤＤサービングセルによって構成されるペアに対応する上りリンク
参照ＵＬ／ＤＬ設定がセットされる。この上りリンク参照ＵＬ／ＤＬ設定は、テーブル管
理されてもよい。また、この上りリンク参照ＵＬ／ＤＬ設定は、フレーム構造タイプの異
なるサービングセルのＵＬ／ＤＬ設定に基づいてセットされてもよい。また、この上りリ
ンク参照ＵＬ／ＤＬ設定は、フレーム構造タイプの異なるサービングセルのＵＬ／ＤＬ設
定であってもよい。
【０２２８】
　つまり、ＦＤＤサービングセルがセカンダリーセルである場合、ＴＤＤサービングセル
に対する上りリンク参照ＵＬ／ＤＬ設定およびＦＤＤサービングセルに対する上りリンク
参照ＵＬ／ＤＬ設定は、ＴＤＤサービングセルとＦＤＤサービングセルによって構成され
るペアに対応してもよい。なお、この場合の上りリンク参照ＵＬ／ＤＬ設定は、ＴＤＤサ
ービングセルとＴＤＤサービングセルによって構成されるペアに対応している上りリンク
参照ＵＬ／ＤＬ設定とは、独立に定義されてもよいし、同じテーブルで定義されてもよい
。
【０２２９】
　つまり、ＴＤＤサービングセルに対して、ＣＩＦが設定されておらず、且つ、ＦＤＤサ
ービングセルがセカンダリーセルである場合には、ＦＤＤサービングセルに上りリンク参
照ＵＬ／ＤＬ設定（仮想ＵＬ／ＤＬ設定）がセットされてもよい。
【０２３０】
　ＴＤＤ－ＦＤＤキャリアアグリゲーションを行なう端末装置２に対して、１つ以上のサ
ービングセルが設定され、且つ、少なくとも２つのサービングセルのフレーム構造タイプ
（デュプレックスモード）が異なり、且つ、サービングセルがセカンダリーセルであり、
且つ、サービングセルがＦＤＤであり、且つ、サービングセルをスケジューリングするた
めのもう一方のフレーム構造タイプが異なる（異なるフレーム構造タイプの）サービング
セルにおいて、端末装置２が、ＰＤＣＣＨ／ＥＰＤＣＣＨをモニタすることを設定されて
いない場合には、サービングセルに上りリンク参照ＵＬ／ＤＬ設定（仮想ＵＬ／ＤＬ設定
）がセットされなくてもよい。
【０２３１】
　つまり、ＦＤＤサービングセルがセカンダリーセルであり、セルフスケジューリングを
行なう場合であれば、ＦＤＤサービングセルに対して上りリンク参照ＵＬ／ＤＬ設定（仮
想ＵＬ／ＤＬ設定）がセットされなくてもよい。
【０２３２】
　ＴＤＤ－ＦＤＤキャリアアグリゲーションを行なう端末装置２に対して、１つ以上のサ
ービングセルが設定され、且つ、少なくとも２つのサービングセルのフレーム構造タイプ
（デュプレックスモード）が異なり、且つ、サービングセルがセカンダリーセルであり、
且つ、サービングセルがＴＤＤであり、且つ、サービングセルをスケジューリングするた
めのもう一方のフレーム構造タイプが異なるサービングセルにおいて、端末装置２が、Ｐ
ＤＣＣＨ／ＥＰＤＣＣＨをモニタすることを設定されていない場合には、サービングセル
に対して、フレーム構造タイプの異なるサービングセルのＵＬ／ＤＬ設定とＦＤＤサービ
ングセルによって構成されるペアに対応する上りリンク参照ＵＬ／ＤＬ設定がセットされ
てもよい。この上りリンク参照ＵＬ／ＤＬ設定は、テーブル管理されてもよい。また、こ
の上りリンク参照ＵＬ／ＤＬ設定は、そのサービングセルのＵＬ／ＤＬ設定に基づいてセ
ットされてもよい。また、この上りリンク参照ＵＬ／ＤＬ設定は、そのサービングセルの
ＵＬ／ＤＬ設定であってもよい。
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【０２３３】
　つまり、ＦＤＤサービングセルに対して、ＣＩＦが設定されていない場合、ＴＤＤサー
ビングセルに対する上りリンク参照ＵＬ／ＤＬ設定は、ＴＤＤサービングセルのＴＤＤ　
ＵＬ／ＤＬ設定であってもよい。この場合、ＴＤＤサービングセルには、上りリンク参照
ＵＬ／ＤＬ設定がセットされなくてもよい。
【０２３４】
　つまり、ＴＤＤサービングセルとＦＤＤサービングセルの両方に、ＣＩＦが設定されて
いない場合、各サービングセルに対して、複数のサービングセルによって構成されるペア
に対応する上りリンク参照ＵＬ／ＤＬ設定（仮想ＵＬ／ＤＬ設定）がセットされてもよい
。言い換えると、セルフスケジューリングを行なうＴＤＤサービングセルとＦＤＤサービ
ングセルそれぞれに対して、上りリンク参照ＵＬ／ＤＬ設定（仮想ＵＬ／ＤＬ設定）がセ
ットされてもよい。なお、セルフスケジューリングを行なう（ＣＩＦを伴わないスケジュ
ーリンググラント／ＤＣＩフォーマットが送信される）サービングセルに上りリンク参照
ＵＬ／ＤＬ設定（仮想ＵＬ／ＤＬ設定）がセットされるか否かは、端末装置２の機能情報
によって、サポートされるか否かが示されてもよいし、基地局装置１から端末装置２へＲ
ＲＣメッセージで通知されてもよいし、基地局装置１からシステムインフォメーションま
たは報知情報として通知されてもよい。
【０２３５】
　ＴＤＤ－ＦＤＤキャリアアグリゲーションに用いられるＦＤＤセルに対して上りリンク
参照ＵＬ／ＤＬ設定および／または下りリンク参照ＵＬ／ＤＬ設定および／または仮想Ｕ
Ｌ／ＤＬ設定が適用可能か否かは、端末装置２の機能情報に基づいて、決定されてもよい
。すなわち、端末装置２に、ＴＤＤ－ＦＤＤキャリアアグリゲーションに用いられるＦＤ
Ｄセルに対して上りリンク参照ＵＬ／ＤＬ設定および／または下りリンク参照ＵＬ／ＤＬ
設定および／または仮想ＵＬ／ＤＬ設定が適用可能である場合には、基地局装置１は、端
末装置２に対して、ＴＤＤ－ＦＤＤキャリアアグリゲーションに用いられるＦＤＤセルに
対して上りリンク参照ＵＬ／ＤＬ設定および／または下りリンク参照ＵＬ／ＤＬ設定およ
び／または仮想ＵＬ／ＤＬ設定を適用してもよい。
【０２３６】
　ＴＤＤ－ＦＤＤキャリアアグリゲーションを行なう端末装置２に対して、ＦＤＤサービ
ングセルに仮想ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ設定（仮想ＵＬ／ＤＬ設定）がセットされる場合、Ｔ
ＤＤサービングセルのＵＬ／ＤＬ設定とＦＤＤサービングセルの仮想ＵＬ／ＤＬ設定によ
って構成されるペアに基づいて、ＦＤＤサービングセルに対する上りリンク参照ＵＬ／Ｄ
Ｌ設定が決定されてもよい。仮想ＵＬ／ＤＬ設定は、基地局装置１から端末装置２へ上位
層（上位層シグナリング）に用いて通知されてもよい。また、仮想ＵＬ／ＤＬ設定は、基
地局装置１から端末装置２へあるＤＣＩフォーマットを用いて送信されてもよい。また、
仮想ＵＬ／ＤＬ設定は、特定のＲＮＴＩによってスクランブルされたＣＲＣを伴うＤＣＩ
フォーマットを用いて送信されてもよい。すなわち、特定のＲＮＴＩによってスクランブ
ルされたＣＲＣを検出した場合、端末装置２は、ＤＣＩフォーマットに、仮想ＵＬ／ＤＬ
設定に関するフィールドがセットされているとみなし、復調・復号処理を行なう。言い換
えると、基地局装置１は、あるＤＣＩフォーマットにおいて、仮想ＵＬ／ＤＬ設定をセッ
トした場合、特定のＲＮＴＩによってスクランブルされたＣＲＣを伴って、そのＤＣＩフ
ォーマットを端末装置２へ送信する。なお、特定のＲＮＴＩは、ｅＩＭＴＡ－ＲＮＴＩで
あってもよい。また、特定のＲＮＴＩは、ＴＤＤ－ＲＮＴＩであってもよい。また、特定
のＲＮＴＩは、ＦＤＤ－ＲＮＴＩであってもよい。また、特定のＲＮＴＩは、ＴＤＤ－Ｆ
ＤＤ　ＣＡ－ＲＮＴＩであってもよい。また、特定のＲＮＴＩは、特定のＤＣＩフォーマ
ットであることを識別するために用いられてもよい。また、特定のＲＮＴＩは、付帯され
るＤＣＩフォーマットに、特定のＤＣＩがセットされていることを示してもよい。
【０２３７】
　ＴＤＤ－ＦＤＤキャリアアグリゲーションを行なう端末装置２に対して、ＦＤＤセカン
ダリーセルに仮想ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ設定（仮想ＵＬ／ＤＬ設定）がセットされる場合、
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ＴＤＤプライマリーセルのＵＬ／ＤＬ設定とＦＤＤセカンダリーセルの仮想ＵＬ／ＤＬ設
定によって構成されるペアに基づいて、ＴＤＤプライマリーセルとＦＤＤセカンダリーセ
ルに対する下りリンク参照ＵＬ／ＤＬ設定が決定されてもよい。
【０２３８】
　ＴＤＤ－ＦＤＤキャリアアグリゲーションを行なう端末装置２に対して、ＦＤＤプライ
マリーセルに仮想ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ設定（仮想ＵＬ／ＤＬ設定）がセットされる場合、
ＦＤＤプライマリーセルの仮想ＵＬ／ＤＬ設定とＴＤＤセカンダリーセルのＵＬ／ＤＬ設
定によって構成されるペアに基づいて、ＦＤＤプライマリーセルとＴＤＤセカンダリーセ
ルに対する下りリンク参照ＵＬ／ＤＬ設定が決定されてもよい。
【０２３９】
　ＴＤＤ－ＦＤＤキャリアアグリゲーションを行なう端末装置２に対して、ＦＤＤサービ
ングセルに仮想ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ設定（仮想ＵＬ／ＤＬ設定）がセットされる場合、Ｆ
ＤＤサービングセルに対するＤＣＩフォーマットにＵＬインデックス（上りリンクインデ
ックス）またはＤＡＩがセットされてもよい。
【０２４０】
　また、基地局装置１と端末装置２とが、ＴＤＤ－ＦＤＤキャリアアグリゲーションを行
なう場合、端末装置２に１つ以上のサービングセルが設定され、少なくとも２つのサービ
ングセルのデュプレックスモード（フレーム構造タイプ）が同じではないとすれば、ＦＤ
Ｄセルにおけるサブフレーム構成は、ＴＤＤセルに設定されたＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ設定に
基づいてもよい。また、ＴＤＤセルとＦＤＤセルに対応するＵＬ／ＤＬ設定（上りリンク
参照ＵＬ／ＤＬ設定、下りリンク参照ＵＬ／ＤＬ設定、仮想ＵＬ／ＤＬ設定、参照ＵＬ・
ＤＬ設定）がセットされてもよい。ＦＤＤセルの下りリンクコンポーネントキャリアに対
する下りリンクサブフレームは、上りリンク参照ＵＬ／ＤＬ設定および下りリンク参照Ｕ
Ｌ／ＤＬ設定の下りリンクサブフレームに基づいて、設定されてもよい。また、ＦＤＤセ
ルの上りリンクコンポーネントキャリアに対する上りリンクサブフレームは、上りリンク
参照ＵＬ／ＤＬ設定および下りリンク参照ＵＬ／ＤＬ設定の上りリンクサブフレームに基
づいて、設定されてもよい。ＴＤＤ－ＦＤＤキャリアアグリゲーションを行なう場合、Ｆ
ＤＤセルにおける上りリンクグラント（ＰＤＣＣＨ／ＥＰＤＣＣＨ、ＤＣＩフォーマット
）のモニタリングは、上りリンク参照ＵＬ／ＤＬ設定に基づいて行なわれてもよい。また
、ＦＤＤセルにおける下りリンクグラント（ＰＤＣＣＨ／ＥＰＤＣＣＨ、ＤＣＩフォーマ
ット）のモニタリングは、下りリンク参照ＵＬ／ＤＬ設定に基づいて行なわれてもよい。
すなわち、ＴＰＣコマンドを送信するＤＣＩフォーマットを伴うＰＤＣＣＨ／ＥＰＤＣＣ
Ｈをモニタするサブフレームは、上りリンク参照ＵＬ／ＤＬ設定に基づいて決定されても
よい。この場合、上りリンク参照ＵＬ／ＤＬ設定と下りリンク参照ＵＬ／ＤＬ設定は、同
じ設定でなくてもよい。上りリンク参照ＵＬ／ＤＬ設定がセットされる場合、上りリンク
グラントは、上りリンク参照ＵＬ／ＤＬ設定で示される下りリンクサブフレームで送信さ
れてもよい。また、ＰＵＳＣＨに対するＰＨＩＣＨは、上りリンク参照ＵＬ／ＤＬ設定で
示される下りリンクサブフレームで送信されてもよい。下りリンク参照ＵＬ／ＤＬ設定が
セットされる場合、下りリンクグラントは、下りリンク参照ＵＬ／ＤＬ設定で示される下
りリンクサブフレームで送信されてもよい。また、ＰＤＳＣＨに対するＨＡＲＱ応答情報
は、下りリンク参照ＵＬ／ＤＬ設定で示される上りリンクサブフレームで送信されてもよ
い。
【０２４１】
　仮想ＵＬ／ＤＬ設定（仮想上りリンク参照ＵＬ／ＤＬ設定、仮想下りリンクＵＬ／ＤＬ
設定、仮想参照ＵＬ／ＤＬ設定）が適用されるＦＤＤセルにおいて、スペシャルサブフレ
ームを示すサブフレームは、下りリンクサブフレームであってもよい。例えば、端末装置
２は、サブフレーム＃１やサブフレーム＃６を、下りリンクサブフレームとして処理して
もよい。
【０２４２】
　上りリンク参照ＵＬ／ＤＬ設定がセットされたＦＤＤセルに対して、端末装置２は、毎
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サブフレームで、端末装置２のＣ－ＲＮＴＩを伴うＤＣＩフォーマット０／４またはＳＰ
Ｓ　Ｃ－ＲＮＴＩに対するＤＣＩフォーマット０のＰＤＣＣＨ／ＥＰＤＣＣＨと端末装置
２のＴＰＣ－ＰＵＳＣＨ－ＲＮＴＩを伴うＤＣＩフォーマット３／３ＡのＰＤＣＣＨのデ
コードを試みなくてもよい。つまり、上りリンク参照ＵＬ／ＤＬ設定がセットされたＦＤ
Ｄセルに対して、端末装置２は、ＤＲＸ中またはＦＤＤセルが非活性化（deactivated）
である場合を除いて、上りリンク参照ＵＬ／ＤＬ設定の下りリンクサブフレームにおいて
、端末装置２のＣ－ＲＮＴＩを伴うＤＣＩフォーマット０／４またはＳＰＳ　Ｃ－ＲＮＴ
Ｉに対するＤＣＩフォーマット０のＰＤＣＣＨ／ＥＰＤＣＣＨと端末装置２のＴＰＣ－Ｐ
ＵＳＣＨ－ＲＮＴＩを伴うＤＣＩフォーマット３／３ＡのＰＤＣＣＨのデコードを試みる
。
【０２４３】
　端末装置２に１つ以上のサービングセルが構成され、少なくとも２つの構成されたサー
ビングセルのデュプレックスモードが同じでないとすれば、サービングセルｃに対する上
りリンク参照ＵＬ／ＤＬ設定を参照して、ＰＵＳＣＨに対するＴＰＣコマンドを適用する
ための値（ＫＰＵＳＣＨの値）を決定してもよい。上りリンク参照ＵＬ／ＤＬ設定に対応
するＫＰＵＳＣＨの値は、テーブルで管理されてもよい。上りリンク参照ＵＬ／ＤＬ設定
に対応するＫＰＵＳＣＨの値は、ビットマップで示されてもよい。上りリンク参照ＵＬ／
ＤＬ設定に対応するＫＰＵＳＣＨの値は、オフセットと周期で示されてもよい。ここで、
ＫＰＵＳＣＨは、サブフレームｉでＰＵＳＣＨ送信を行なう際に、サブフレームｉで送信
されるＰＵＳＣＨに対する送信電力に適用されるＴＰＣコマンドが送信されるサブフレー
ムを示す情報である。例えば、ＫＰＵＳＣＨ＝７の場合、端末装置２は、サブフレームｉ
から７サブフレーム前で受信したＴＰＣコマンドを適用する。すなわち、端末装置２は、
サブフレームｉでＰＵＳＣＨ送信を行なう場合、サブフレームｉからＫＰＵＳＣＨサブフ
レーム前でサービングセルｃに対するＤＣＩフォーマット０／４を伴うＰＤＣＣＨ／ＥＰ
ＤＣＣＨ（またはＤＣＩフォーマット３／３Ａを伴うＰＤＣＣＨ）でシグナルされたＴＰ
Ｃコマンドによって得られる値（サブフレームのｉ－ＫＰＵＳＣＨのδＰＵＳＣＨ（すな
わち、δＰＵＳＣＨ（ｉ－ＫＰＵＳＣＨ）））を適用する。ＰＵＣＣＨについても同様の
処理が行なわれてもよい。例えば、サブフレームｉでＰＵＣＣＨ送信を行なう場合、サブ
フレームｉからＫＰＵＣＣＨサブフレーム前のサブフレームにおいて、サービングセルｃ
に対するＤＣＩフォーマットを伴うＰＤＣＣＨ／ＥＰＤＣＣＨでシグナルされたＰＵＣＣ
Ｈに対するＴＰＣコマンドによって得られる値（（サブフレームのｉ－ＫＰＵＣＣＨのδ

ＰＵＣＣＨ（すなわち、δＰＵＣＣＨ（ｉ－ＫＰＵＳＣＨ））））が適用されてもよい。
ここで、上りリンク参照ＵＬ／ＤＬ設定は、ＴＤＤサービングセルに設定されたＴＤＤ　
ＵＬ／ＤＬ設定であってもよい。また、上りリンク参照ＵＬ／ＤＬ設定は、ＴＤＤ－ＦＤ
Ｄキャリアアグリゲーション用にセットされたテーブルに基づいて決定されてもよい。ま
た、上りリンク参照ＵＬ／ＤＬ設定は、プライマリーセルに設定されたデュプレックスモ
ードがＴＤＤの場合に対してのみ適用されてもよい。すなわち、プライマリーセルに設定
されたフレーム構造タイプがＦＤＤの場合には、上りリンク参照ＵＬ／ＤＬ設定は適用さ
れてなくてもよい。ＦＤＤセルに対して、上りリンクＵＬ／ＤＬ設定が適用されない場合
、ＫＰＵＳＣＨの値は、所定の値である。また、上りリンク参照ＵＬ／ＤＬ設定は、ＴＤ
Ｄサービングセルに設定されたＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ設定に基づいて設定されてもよい。す
なわち、上りリンク参照ＵＬ／ＤＬ設定は、ＴＤＤサービングセルとは独立にＵＬ／ＤＬ
設定がセットされてもよい。
【０２４４】
　ＦＤＤセカンダリーセルの場合、プライマリーセルのフレーム構造タイプに応じて、上
りリンク参照ＵＬ／ＤＬ設定および／または下りリンク参照ＵＬ／ＤＬ設定（または仮想
ＵＬ／ＤＬ設定）が適用されてもよい。例えば、プライマリーセルのフレーム構造タイプ
がＦＤＤの場合、ＦＤＤセカンダリーセルには、上りリンク参照ＵＬ／ＤＬ設定および／
または下りリンク参照ＵＬ／ＤＬ設定（または仮想ＵＬ／ＤＬ設定）が適用されなくても
よい。また、プライマリーセルのフレーム構造タイプがＴＤＤの場合、ＦＤＤセカンダリ
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ーセルには、上りリンク参照ＵＬ／ＤＬ設定および／または下りリンク参照ＵＬ／ＤＬ設
定（または仮想ＵＬ／ＤＬ設定）が適用されてもよい。
【０２４５】
　ＦＤＤサービングセルを示すＣＩＦ（ＦＤＤサービングセルに対応するＣＩＦ）が設定
されない場合、ＦＤＤサービングセルのある上りリンクサブフレームに対するＫＰＵＳＣ

Ｈの値は、所定の値（例えば、４）である。つまり、ＦＤＤサービングセルがセルフスケ
ジューリングの場合、ＫＰＵＳＣＨの値は、所定の値（例えば、４）である。
【０２４６】
　ＦＤＤサービングセルを示すＣＩＦが設定される場合、ＦＤＤサービングセルをスケジ
ューリングするサービングセルのフレーム構造タイプがＦＤＤであれば、ＦＤＤサービン
グセルのある上りリンクサブフレームに対するＫＰＵＳＣＨの値は、所定の値（例えば、
４）である。
【０２４７】
　また、ＦＤＤサービングセルを示すＣＩＦが設定される場合、ＦＤＤサービングセルを
スケジューリングするサービングセルのフレーム構造タイプがＴＤＤであれば、ＦＤＤサ
ービングセルのある上りリンクサブフレームに対するＫＰＵＳＣＨの値は、ＦＤＤサービ
ングセルに適用される上りリンク参照ＵＬ／ＤＬ設定（仮想ＵＬ／ＤＬ設定）および／ま
たはＵＬインデックスの値に基づいて特定される。
【０２４８】
　図７は、上りリンク参照ＵＬ／ＤＬ設定（UL-reference UL/DL configuration）に対応
するＫＰＵＳＣＨの値の一例を示している。例えば、上りリンク参照ＵＬ／ＤＬ設定１が
セットされた場合、サブフレーム＃２に対応するＴＰＣコマンドは、６サブフレーム前の
ＤＣＩフォーマットでシグナルされたＴＰＣコマンドによって得られた値を適用する。す
なわち、ＫＰＵＳＣＨ＝６である。また、サブフレーム＃３に対応するＴＰＣコマンドは
、４サブフレーム前のＤＣＩフォーマットでシグナルされたＴＰＣコマンドによって得ら
れた値を適用する。すなわち、ＫＰＵＳＣＨの値は、４である。この様に、サブフレーム
ｉとＫＰＵＳＣＨの関係がテーブル管理されてもよい。この例において、上りリンク参照
ＵＬ／ＤＬ設定０がセットされる場合、サブフレーム＃２とサブフレーム＃３（または、
サブフレーム＃７とサブフレーム＃８）に対応するサブフレームは、同じサブフレームに
なる。同じサブフレームで、サブフレーム＃２とサブフレーム＃３（または、サブフレー
ム＃７とサブフレーム＃８）を区別するために、ＤＣＩフォーマットに含まれるＵＬイン
デックスを利用してもよい。例えば、ＵＬインデックスの最下位ビット（LSB: Least Sig
nificant Bit）が“１”にセットされている場合には、サブフレーム＃２（またはサブフ
レーム＃７）を示してもよい。すなわち、ＵＬインデックスを用いて、所定のサブフレー
ムを指定することができる。サブフレーム＃２またはサブフレーム＃７におけるＰＵＳＣ
Ｈ送信が、ＵＬインデックスの最下位ビットが“１”にセットされたＤＣＩフォーマット
０／４を用いてスケジュールされているとすれば、サブフレーム＃２またはサブフレーム
＃７におけるＫＰＵＳＣＨの値は、７である。また、サブフレーム＃２とサブフレーム＃
７においては、異なるサブフレームでＴＰＣコマンドとＰＵＳＣＨのスケジューリングに
関する情報が送信されてもよい。基地局装置１は、端末装置２に対して、ＵＬインデック
スを用いて、特定のサブフレームに対するＤＣＩフォーマットまたはＴＰＣコマンドを送
信してもよい。
【０２４９】
　また、ＦＤＤセルに対して上りリンク参照ＵＬ／ＤＬ設定が適用される場合、上りリン
ク参照ＵＬ／ＤＬ設定において、上りリンクサブフレームの数が、下りリンクサブフレー
ムの数よりも多い構成（例えば、図３で示すＵＬ／ＤＬ設定０のような構成）になってい
るとすれば、ＤＣＩフォーマット０／４で送信されるＵＬインデックスの最下位ビットの
値に基づいて、サブフレーム＃２または＃７におけるＰＵＳＣＨ送信に対するＫＰＵＳＣ

Ｈの値は特定される。すなわち、この場合、ＵＬインデックスの最下位ビットが“１”に
セットされたＤＣＩフォーマットによるＰＵＳＣＨ送信がスケジュールされるとすれば、
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サブフレーム＃２または＃７におけるＰＵＳＣＨ送信に対するＫＰＵＳＣＨの値は、所定
の値（例えば、７）として特定する。また、サブフレーム＃２または＃７以外の上りリン
クサブフレームに対するＫＰＵＳＣＨの値は、図７に記載のテーブルに基づいて特定され
てもよい。また、上りリンク参照ＵＬ／ＤＬ設定において、上りリンクサブフレームの数
が、下りリンクサブフレームの数以下の構成（例えば、図３で示すＵＬ／ＤＬ設定１～６
のような構成）になっているとすれば、ある上りリンクサブフレームに対するＫＰＵＳＣ

Ｈの値は、図７に記載のテーブルに基づいて特定されてもよい。なお、上りリンク参照Ｕ
Ｌ／ＤＬ設定が適用されたＦＤＤセルに対するＤＣＩフォーマット０／４にＵＬインデッ
クスが含まれていない場合には、端末装置２は、ＫＰＵＳＣＨの値を、所定の値（例えば
、４）として特定してもよい。
【０２５０】
　また、ＦＤＤセルに対して上りリンク参照ＵＬ／ＤＬ設定（仮想ＵＬ／ＤＬ設定）が適
用されない場合、ある上りリンクサブフレームに対するＫＰＵＳＣＨの値は、所定の値（
例えば、４）として特定される。
【０２５１】
　端末装置２に１つ以上のサービングセルが構成され、少なくとも２つの構成されたサー
ビングセルのデュプレックスモードが同じでないとすれば、サービングセルｃに対する下
りリンク参照ＵＬ／ＤＬ設定を参照して、ＰＵＣＣＨに対するＴＰＣコマンドを適用する
ための値（Ｍとｋｍ）を決定してもよい。ＰＵＣＣＨに対する電力制御調整状態（電力制
御調整値）ｇ（ｉ）は、サブフレームｉ－１の電力制御調整値ｇ（ｉ－１）とサブフレー
ムｉ－ｋｍ（ｋ０，ｋ１，…，ｋＭ－１）で送信されたＰＵＣＣＨに対するＴＰＣコマン
ドによって得られる値（δＰＵＣＣＨ（ｉ－ｋｍ））の加算値（ｍ＝０からｍ＝Ｍ－１ま
でのδＰＵＣＣＨの加算値）との和によって得られる。
【０２５２】
　図８は、下りリンク参照ＵＬ／ＤＬ設定（DL-reference UL/DL configuration）に対応
する下りリンク関連セットインデックスＫ：｛ｋ０，ｋ１，…，ｋｍ｝の一例を示してい
る。ＤＬ参照ＵＬ／ＤＬ設定に基づいて、ＰＵＣＣＨに対するＴＰＣコマンドが送信され
る下りリンクサブフレームが示されている。言い換えると、図８は、ＰＵＣＣＨに対する
送信サブフレームを示しているともいえる。すなわち、ＤＬ参照ＵＬ／ＤＬ設定にセット
されている上りリンクサブフレームに基づいて、ＰＵＣＣＨ送信を行なってもよい。図８
において、端末装置２は、“－”で示されていないサブフレームでＰＵＣＣＨを送信して
もよい。例えば、下りリンク参照ＵＬ／ＤＬ設定０では、サブフレーム＃２、サブフレー
ム＃４、サブフレーム７、サブフレーム＃９でＰＵＣＣＨ（または、ＰＵＣＣＨを用いて
ＵＣＩ）を送信してもよい。ＤＬ参照ＵＬ／ＤＬ設定５では、サブフレーム＃２でのみＰ
ＵＣＣＨ（または、ＰＵＣＣＨを用いてＵＣＩ）を送信してもよい。
【０２５３】
　ＴＤＤ－ＦＤＤキャリアアグリゲーションを行なう端末装置２において、ＦＤＤサービ
ングセルに対して上りリンク参照ＵＬ／ＤＬ設定がセットされた場合、ＦＤＤサービング
セルに対して、ＤＣＩフォーマット２Ｂ／２Ｃ／２Ｄを用いてＳＲＳリクエストが送信さ
れてもよい。つまり、基地局装置１は、端末装置２に対して、ＦＤＤサービングセルに対
して上りリンク参照ＵＬ／ＤＬ設定をセットしたし場合、ＦＤＤサービングセルに対して
、ＤＣＩフォーマット２Ｂ／２Ｃ／２Ｄを用いてＳＲＳリクエストを送信してもよい。
【０２５４】
　また、ＦＤＤサービングセルに対して上りリンク参照ＵＬ／ＤＬ設定がセットされた場
合、ＤＣＩフォーマット２Ｂ／２Ｃ／２Ｄを用いて送信されるＨＡＲＱプロセスナンバー
も４ビットであってもよい。つまり、基地局装置１は、端末装置２に対して、ＦＤＤサー
ビングセルに対して上りリンク参照ＵＬ／ＤＬ設定をセットしたし場合、ＦＤＤサービン
グセルに対して、ＤＣＩフォーマット２Ｂ／２Ｃ／２Ｄを用いて４ビットのＨＡＲＱプロ
セスナンバーを送信してもよい。
【０２５５】
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　また、ＦＤＤサービングセルに対して上りリンク参照ＵＬ／ＤＬ設定がセットされた場
合、ＤＣＩフォーマット０／４を用いてＵＬインデックスまたはＤＡＩが送信されてもよ
い。つまり、基地局装置１は、端末装置２に対して、ＦＤＤサービングセルに対して上り
リンク参照ＵＬ／ＤＬ設定をセットした場合、ＤＣＩフォーマット０／４を用いてＵＬイ
ンデックスまたはＤＡＩを送信してもよい。
【０２５６】
　基地局装置１は、ＦＤＤサービングセルに対して上りリンク参照ＵＬ／ＤＬ設定（仮想
ＵＬ／ＤＬ設定）をセットしない場合には、ＤＣＩフォーマット０／４を用いて、ＵＬイ
ンデックスまたはＤＡＩを送信しなくてもよい。その場合、端末装置２は、ＤＣＩフォー
マット０／４を受信しても、ＵＬインデックスまたはＤＡＩを考慮した受信処理を行なわ
ない。
【０２５７】
　また、ＦＤＤサービングセルに対して上りリンク参照ＵＬ／ＤＬ設定を適用された場合
、ＤＣＩフォーマット１／１Ａ／１Ｂ／１Ｄ／２／２Ａ／２Ｂ／２Ｃ／２Ｄを用いてＵＬ
インデックスまたはＤＡＩは、送信されてもよい。つまり、基地局装置１は、端末装置２
に対して、ＦＤＤサービングセルに対して上りリンク参照ＵＬ／ＤＬ設定を適用すると、
ＤＣＩフォーマット１／１Ａ／１Ｂ／１Ｄ／２／２Ａ／２Ｂ／２Ｃ／２Ｄを用いてＵＬイ
ンデックスまたはＤＡＩを送信する。
【０２５８】
　ＦＤＤサービングセルに対して上りリンク参照ＵＬ／ＤＬ設定を適用されない場合、基
地局装置１は、端末装置２に、ＤＣＩフォーマット１／１Ａ／１Ｂ／１Ｄ／２／２Ａ／２
Ｂ／２Ｃ／２Ｄを用いてＵＬインデックスまたはＤＡＩを送信しなくてもよい。その場合
、端末装置２は、ＤＣＩフォーマット１／１Ａ／１Ｂ／１Ｄ／２／２Ａ／２Ｂ／２Ｃ／２
Ｄを受信してもＵＬインデックスまたはＤＡＩを考慮した受信処理を行なわない。
【０２５９】
　また、ＦＤＤサービングセルに対して上りリンク参照ＵＬ／ＤＬ設定がセットされた場
合、上りリンク参照ＵＬ／ＤＬ設定がセットされたＦＤＤサービングセルにおいて、サブ
フレームｉが上りリンク参照ＵＬ／ＤＬ設定において、上りリンクサブフレームでなけれ
ば、サービングセルｃに対するサブフレームｉにおける電力制御調整値ｆｃ（ｉ）は、ｆ

ｃ（ｉ－１）である。また、サービングセルｃに対してＤＣＩフォーマット０／４を伴う
ＰＤＣＣＨ／ＥＰＤＣＣＨがデコードされなかった場合のサービングセルｃに対するサブ
フレームｉの電力制御調整値ｆｃ（ｉ）は、ｆｃ（ｉ－１）である。ＤＲＸが生じている
サブフレームｉにおけるサービングセルｃに対する電力制御調整値ｆｃ（ｉ）は、ｆｃ（
ｉ－１）である。また、ＴＤＤにおける上りリンクサブフレームではないサブフレームｉ
におけるサービングセルｃに対する電力制御調整値ｆｃ（ｉ）は、ｆｃ（ｉ－１）である
。すなわち、これらの条件を満たす場合、サブフレームｉにおけるサービングセルｃに対
する電力制御調整値ｆｃ（ｉ）は、サブフレームｉ－１におけるサービングセルｃに対す
る電力制御調整値ｆｃ（ｉ－１）と同じである。
【０２６０】
　また、ＦＤＤサービングセルに対して上りリンク参照ＵＬ／ＤＬ設定がセットされた場
合、ＦＤＤサービングセルに対して、ＦＤＤに対するＳＲＳ周期（SRS periodicity）と
ＳＲＳサブフレームオフセット（SRS subframe offset）設定（ＳＲＳ周期とＳＲＳサブ
フレームオフセットに対するＳＲＳ設定インデックス）がセットされているとすれば、Ｓ
ＲＳ送信は、上りリンク参照ＵＬ／ＤＬ設定で示されている上りリンクサブフレームとＦ
ＤＤに対するＳＲＳ周期（SRS periodicity）とＳＲＳサブフレームオフセット（SRS sub
frame offset）設定に基づいてセットされたＳＲＳサブフレームが重複するサブフレーム
でのみ行なわれる。言い換えると、上りリンク参照ＵＬ／ＤＬ設定で示されている上りリ
ンクサブフレームにＳＲＳサブフレームがセットされていなければ、端末装置２は、その
ＳＲＳサブフレームにおいてＳＲＳ送信は行なわない。また、基地局装置１は、そのよう
なＳＲＳサブフレームでＳＲＳが送信されるようなＳＲＳリクエストを送信しない。また
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、基地局装置１は、そのようなＳＲＳサブフレームでＳＲＳが送信されるようなタイミン
グでＳＲＳリクエストを送信しない。端末装置２は、そのようなＳＲＳサブフレームでＰ
－ＳＲＳは送信してもよい。端末装置２は、そのようなＳＲＳサブフレームでＡ－ＳＲＳ
は送信しなくてもよい。クロススケジューリングで、そのようなＳＲＳサブフレームに対
するＳＲＳリクエストが送信された場合に、端末装置２は、そのようなＳＲＳサブフレー
ムでＡ－ＳＲＳを送信しなくてもよい。すなわち、セルフスケジューリングで、そのよう
なＳＲＳサブフレームに対するＳＲＳリクエストが送信された場合に、端末装置２は、そ
のようなＳＲＳサブフレームにおいてＡ－ＳＲＳを送信してもよい。
【０２６１】
　上りリンク参照ＵＬ／ＤＬ設定が図３で示すＵＬ／ＤＬ設定０と同様の設定である場合
、上りリンク参照ＵＬ／ＤＬ設定がセットされたＦＤＤサービングセルに対するＤＣＩフ
ォーマット０／４には、ＵＬインデックスがセットされている。ＦＤＤサービングセルに
おいて、スペシャルサブフレームとして定義されているサブフレームは、下りリンクサブ
フレームとしてもよい。
【０２６２】
　上りリンク参照ＵＬ／ＤＬ設定が図３で示すＵＬ／ＤＬ設定１～６と同様の設定である
場合、上りリンク参照ＵＬ／ＤＬ設定がセットされたＦＤＤサービングセルに対するＤＣ
Ｉフォーマット０／４には、ＤＡＩがセットされている。
【０２６３】
　ＦＤＤセルに参照ＵＬ／ＤＬ設定が適用される場合、ＦＤＤセルに用いられる上りリン
クコンポーネントキャリアと下りリンクコンポーネントキャリアには、それぞれ独立に参
照ＵＬ／ＤＬ設定が適用されてもよい。すなわち、ＦＤＤセルに用いられる上りリンクコ
ンポーネントキャリアには、上りリンク参照ＵＬ／ＤＬ設定が適用され、ＦＤＤセルに用
いられる下りリンクコンポーネントキャリアには、下りリンク参照ＵＬ／ＤＬ設定が適用
されてもよい。
【０２６４】
　図９は、ＦＤＤセルの上りリンク／下りリンクそれぞれに対して、参照ＵＬ／ＤＬ設定
が適用された場合の有効なサブフレームの一例を示している。図９では、上りリンク参照
ＵＬ／ＤＬ設定０、下りリンク参照ＵＬ／ＤＬ設定５の場合を示しているが、他の設定で
あってもよい。端末装置２は、１つの上りリンクサブフレームに対して、異なるリソース
割り当てや設定を示す同じ種類のＤＣＩフォーマットを複数検出することは期待しない。
すなわち、基地局装置１は、１つの上りリンクサブフレームに対して、同じ下りリンクサ
ブフレームまたは同じ下りリンクサブフレームで、異なる設定を示す同じ種類のＤＣＩフ
ォーマットを複数送信しない。例えば、上りリンクサブフレーム＃２に対して、ＰＵＳＣ
Ｈのリソース割り当てが異なるＤＣＩフォーマット０を異なる下りリンクサブフレーム（
例えば、下りリンクサブフレーム＃７、＃８）で送信しない。ＣＳＩリクエストやＳＲＳ
リクエストについても同様のことが言える。例えば、トリガータイプ１ＳＲＳ送信が設定
された端末装置２は、同じサービングセルの同じサブフレームに対して、上位層シグナリ
ングによって設定されたトリガータイプ１ＳＲＳ送信に対するパラメータの異なる値に関
連するタイプ１ＳＲＳトリガリングイベントを受信することを期待しない。すなわち、端
末装置２は、異なる設定のＡ－ＳＲＳが同じサービングセルの同じサブフレームで、リク
エストされることを期待しない。基地局装置１は、端末装置２に対して、異なる設定のＡ
－ＳＲＳを同じサービングセルの同じサブフレームで、リクエストしない。
【０２６５】
　セルフスケジューリングおよび／またはクロスキャリアスケジューリングにおいて、上
りリンク参照ＵＬ／ＤＬ設定および下りリンク参照ＵＬ／ＤＬ設定（仮想ＵＬ／ＤＬ設定
を）が適用される場合、サービングセルのフレーム構造タイプに因らず、上りリンク参照
ＵＬ／ＤＬ設定および下りリンク参照ＵＬ／ＤＬ設定に基づいて、端末装置２は送受信処
理を行なう。セルフスケジューリングおよび／またはクロスキャリアスケジューリングに
おいて、上りリンク参照ＵＬ／ＤＬ設定および下りリンク参照ＵＬ／ＤＬ設定（仮想ＵＬ
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／ＤＬ設定を）が適用されない場合、サービングセルのフレーム構造タイプに基づいて、
端末装置２は送受信処理を行なう。
【０２６６】
　ＴＤＤ－ＦＤＤキャリアアグリゲーションを用いて、通信を行なう基地局装置１と端末
装置２において、スケジューリングを行なうセル（Scheduling cell）が、スケジュール
されるセル（Scheduled cell）に対するＤＣＩフォーマットは、スケジュールされるセル
のフレーム構造タイプに基づいて、構成されてもよい。すなわち、基地局装置１は、端末
装置２に対して、スケジュールされるセルのフレーム構造タイプに基づくＤＣＩフォーマ
ットを送信し、端末装置２は、スケジュールされるセルのフレーム構造タイプに基づいて
、受信処理を行なう。また、スケジューリングを行なうセル（Scheduling cell）から送
信されるスケジュールされるセル（Scheduled cell）に対するＤＣＩフォーマットは、ス
ケジューリングを行なうセルのフレーム構造タイプに基づいて、構成されてもよい。すな
わち、基地局装置１は、端末装置２に対して、スケジューリングを行なうセルのフレーム
構造タイプに応じたＤＣＩフォーマットを送信し、端末装置２は、スケジューリングを行
なうセルのフレーム構造タイプに基づいて、ＤＣＩフォーマットの受信処理を行なう。ど
ちらのセルに対するＤＣＩフォーマットを送信するかは、端末装置２の機能情報に基づい
て、決定されてもよい。すなわち、端末装置２に、第１のフレーム構造タイプ（デュプレ
ックスモード）に対するＤＣＩフォーマットの受信処理をサポートする機能があるか否か
が示されてもよい。また、端末装置２に、第２のフレーム構造タイプ（デュプレックスモ
ード）に対するＤＣＩフォーマットの受信処理をサポートする機能があるか否かが示され
てもよい。また、端末装置２に、第ｎのフレーム構造タイプ（デュプレックスモード）に
対するＤＣＩフォーマットの受信処理をサポートする機能があるか否かが示されてもよい
。同様に、端末装置２に、第ｎのフレーム構造タイプ（デュプレックスモード）に対する
ＤＣＩフォーマットの送信処理をサポートする機能があるか否かが示されてもよい。つま
り、基地局装置１は、端末装置２がサポートしているフレーム構造タイプに応じた送受信
処理およびスケジューリング処理を行なう。また、端末装置２に、スケジューリングを行
なうセルのフレーム構造タイプに応じて送受信処理を行なうのか、スケジュールされるセ
ルのフレーム構造タイプに応じて送受信処理を行なうのかを示す機能情報に基づいて、送
受信処理およびスケジューリング処理が行なわれてもよい。また、プライマリーセルまた
は特定のセルのフレーム構造タイプに応じた送受信処理が行なわれてもよい。また、ＦＤ
Ｄセルに対して、ＵＬ／ＤＬ設定が適用される場合には、ＴＤＤに対するＤＣＩフォーマ
ットの送受信処理が行なわれてもよい。また、ＦＤＤセルに対して、ＵＬ／ＤＬ設定が適
用されない場合には、ＦＤＤに対するＤＣＩフォーマットの送受信処理が行なわれてもよ
い。
【０２６７】
　同じフレーム構造タイプのキャリアアグリゲーション（例えば、ＴＤＤ－ＴＤＤキャリ
アアグリゲーションやＦＤＤ－ＦＤＤキャリアアグリゲーション）から異なるフレーム構
造タイプのキャリアアグリゲーション（ＴＤＤ－ＦＤＤキャリアアグリゲーション）を行
なう場合、第１のフレーム構造タイプから第２のフレーム構造タイプに切り替わるセルに
おいては、端末装置２は、その切り替えが指示された後に、所定のサブフレーム後から第
２のフレーム構造タイプのセルとして、送受信処理を行なってもよい。すなわち、切り替
えが指示されてすぐに、指示されたフレーム構造タイプが適用されなくてもよい。
【０２６８】
　端末装置２は、複数のセルが集約される場合、異なるセルにおけるスペシャルサブフレ
ームのガード期間は、少なくとも１４５６基本時間ユニット（basic time unit）だけ重
複していると仮定して処理を行なう。また、端末装置２は、異なるフレーム構造タイプの
複数のセルが集約される場合、複数のＴＤＤセルにおけるスペシャルサブフレームのガー
ド期間は、少なくとも１４５６基本時間ユニットだけ重複していると仮定して処理を行な
う。
【０２６９】
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　図１は、本発明の基地局装置１の構成を示す概略ブロック図である。図示するように、
基地局装置１は、上位層処理部１０１、制御部１０３、受信部１０５、送信部１０７、チ
ャネル測定部１０９、および、送受信アンテナ１１１、を含んで構成される。また、受信
部１０５は、復号化部１０５１、復調部１０５３、多重分離部１０５５と無線受信部１０
５７を含んで構成される。また、基地局装置１の受信処理は、上位層処理部１０１、制御
部１０３、受信部１０５、送受信アンテナ１１１で行なわれる。また、送信部１０７は、
符号化部１０７１、変調部１０７３、多重部１０７５、無線送信部１０７７と下りリンク
参照信号生成部１０７９を含んで構成される。また、基地局装置１の送信処理は、上位層
処理部１０１、制御部１０３、送信部１０７、送受信アンテナ１１１で行なわれる。
【０２７０】
　上位層処理部１０１は、媒体アクセス制御（MAC: Medium Access Control）層、パケッ
トデータ統合プロトコル（PDCP: Packet Data Convergence Protocol）層、無線リンク制
御（RLC: Radio Link Control）層、無線リソース制御（RRC: Radio Resource Control）
層の処理を行う。
【０２７１】
　上位層処理部１０１は、下りリンクの各チャネルに配置する情報を生成、又は上位ノー
ドから取得し、送信部１０７に出力する。また、上位層処理部１０１は、上りリンクの無
線リソースの中から、端末装置２が上りリンクのデータ情報である物理上りリンク共用チ
ャネル（PUSCH: Physical Uplink Shared Channel）を配置する無線リソース（リソース
ブロック）を割り当てる。また、上位層処理部１０１は、下りリンクの無線リソースの中
から、下りリンクのデータ情報である物理下りリンク共用チャネル（PDSCH: Physical Do
wnlink Shared Channel）を配置する無線リソース（リソースブロック）を決定する。無
線リソースを配置する情報をリソースブロックアサインメント（Resource block assignm
ent）またはリソースアロケーション（Resource allocation）と呼称する場合もある。
【０２７２】
　上位層処理部１０１は、当該無線リソースの割り当てを示す下りリンク制御情報を生成
し、送信部１０７を介して、端末装置２に送信する。
【０２７３】
　上位層処理部１０１は、ＰＵＳＣＨを配置する無線リソースを割り当てる際に、チャネ
ル測定部１０９から入力された上りリンクのチャネル測定結果を基に、チャネル品質のよ
い無線リソースを優先的に割り当てる。つまり、上位層処理部１０１は、ある端末装置ま
たはあるセルに対して各種下りリンク信号の設定に関する情報および各種上りリンク信号
の設定に関する情報を生成する。
【０２７４】
　また、上位層処理部１０１は、種々の下りリンク信号の設定に関する情報および種々の
上りリンク信号の設定に関する情報をセル毎に生成してもよい。また、上位層処理部１０
１は、種々の下りリンク信号の設定に関する情報および種々の上りリンク信号の設定に関
する情報を端末装置２毎に生成してもよい。
【０２７５】
　また、上位層処理部１０１は、ある端末装置２またはあるセルに対して、つまり、端末
装置固有および／またはセル固有に、第１の設定に関する情報から第ｎの設定に関する情
報（ｎは自然数）を生成し、送信部１０７を介して、端末装置２へ送信してもよい。例え
ば、下りリンク信号および／または上りリンク信号の設定に関する情報とは、リソース割
り当てに関するパラメータを含んでもよい。
【０２７６】
　また、下りリンク信号および／または上りリンク信号の設定に関する情報とは、系列算
出に使用するパラメータを含んでもよい。なお、これらの無線リソースを時間周波数リソ
ース、サブキャリア、リソースエレメント（RE: Resource Element）、リソースエレメン
トグループ（REG: Resource Element Group）、制御チャネル要素（CCE: Control Channe
l Element）、リソースブロック（RB: Resource Block）、リソースブロックグループ（R
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BG: Resource Block Group）などと呼称する場合もある。
【０２７７】
　これらの設定情報および制御情報を情報要素として定義してもよい。また、これらの設
定情報および制御情報をＲＲＣメッセージとして定義してもよい。また、これらの設定情
報および制御情報をシステム情報で端末装置２へ送信してもよい。また、これらの設定情
報および制御情報を専用シグナリングで端末装置２へ送信してもよい。
【０２７８】
　また、上位層処理部１０１は、システムインフォメーションブロックタイプ１に少なく
とも１つのＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ設定（TDD UL/DL configuration(s), TDD config, tdd-Co
nfig, uplink-downlink configuration(s)）を設定する。ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ設定は、図
３のように定義されてもよい。インデックスを設定することによって、ＴＤＤの構成を示
してもよい。インデックスを端末装置２へ通知することによって、そのインデックスに対
応するＴＤＤのサブフレーム構成（サブフレームパターン）を用いて、通信を行なうこと
ができる。下りリンク参照として、第２のＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ設定を設定してもよい。ま
た、システムインフォメーションブロックは複数のタイプを用意してもよい。例えば、シ
ステムインフォメーションブロックタイプ１には、ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ設定に関する情報
要素が含まれる。なお、システムインフォメーションブロックタイプ１の一種である。Ｔ
ＤＤ　ＵＬ／ＤＬ設定は、他のシステムインフォメーションブロックで送信されてもよい
。
【０２７９】
　また、システムインフォメーションブロックタイプ２には、無線リソース制御に関する
情報要素が含まれる。なお、ある情報要素の中に、その情報要素に係るパラメータが情報
要素として含まれてもよい。例えば、物理層では、パラメータと呼称されるものが、上位
層では、情報要素として定義されてもよい。
【０２８０】
　なお、本発明では、identity, identifier, identificationをＩＤ（識別子、識別符号
、識別番号）と呼称する。端末固有に設定されるＩＤ（ＵＥＩＤ）には、Ｃ－ＲＮＴＩ（
Cell Radio Network Temporary Identifier），ＳＰＳ　Ｃ－ＲＮＴＩ（Semi-persistent
 Scheduling C-RNTI），Ｔｅｍｐｏｒａｒｙ　Ｃ－ＲＮＴＩ，ＴＰＣ－ＰＵＳＣＨ　ＲＮ
ＴＩ，ＴＰＣ－ＰＵＣＣＨ　ＲＮＴＩ、コンテンションレゾリューションのためのランダ
ム値がある。これらのＩＤは、セル単位で使用される。これらのＩＤは、上位層処理部１
０１によって設定される。
【０２８１】
　また、上位層処理部１０１は、端末装置２に対して種々の識別子を設定し、送信部１０
７を介して、端末装置２へ通知する。例えば、ＲＮＴIを設定し、端末装置２へ通知する
。また、物理層セルＩＤまたは仮想セルＩＤまたは仮想セルＩＤに相当するＩＤを設定し
、通知する。例えば、仮想セルＩＤに相当するＩＤとして、物理チャネル固有に設定可能
なＩＤ（ＰＵＳＣＨ　ＩＤ，ＰＵＣＣＨ　ＩＤ，スクランブリング初期化ＩＤ，参照信号
ＩＤ（ＲＳＩＤ）など）がある。物理層セルＩＤや仮想セルＩＤは物理チャネルおよび物
理信号の系列生成に用いることがある。
【０２８２】
　また、上位層処理部１０１は、ＰＤＣＣＨまたはＥＰＤＣＣＨを用いて送信されるＤＣ
Ｉを生成し、送信部１０７を介して、端末装置２へ送信する。
【０２８３】
　上位層処理部１０１は、端末装置２から物理上りリンク制御チャネル（PUCCH: Physica
l Uplink Control Channel）で通知された上りリンク制御情報（UCI: Uplink Control In
formation）、および端末装置２から通知されたバッファの状況や上位層処理部１０１が
設定した端末装置２各々の各種設定情報（ＲＲＣメッセージ、システムインフォメーショ
ン、パラメータ、情報要素）に基づき、受信部１０５および送信部１０７の制御を行うた
めに制御情報を生成し、制御部１０３に出力する。なお、ＵＣＩには、ＨＡＲＱ応答情報
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（ＨＡＲＱ－ＡＣＫ、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ／ＤＴＸ）、スケジューリング要求（SR: Schedu
ling Request）、チャネル状態情報（CSI: Channel State Information）のうち少なくと
も一つが含まれる。なお、ＣＳＩには、ＣＱＩ，ＰＭＩ，ＲＩのうち少なくとも一つが含
まれる。
【０２８４】
　上位層処理部１０１は、上りリンク信号（ＰＲＡＣＨ、ＰＵＣＣＨ、ＰＵＳＣＨ、ＵＬ
　ＤＭＲＳ、Ｐ－ＳＲＳ、およびＡ－ＳＲＳ）の送信電力および送信電力に関するパラメ
ータを設定する。また、上位層処理部１０１は、下りリンク信号（ＣＲＳ、ＤＬ　ＤＭＲ
Ｓ、ＣＳＩ－ＲＳ、ＰＤＳＣＨ、ＰＤＣＣＨ／ＥＰＤＣＣＨなど）の送信電力および送信
電力に関するパラメータを、送信部１０７を介して、端末装置２に送信する。つまり、上
位層処理部１０１は、上りリンクおよび下りリンクの電力制御に関する情報を、送信部１
０７を介して、端末装置２に送信する。言い換えると、上位層処理部１０１は、基地局装
置１および端末装置２の送信電力制御に関する情報を生成する。例えば、上位層処理部１
０１は、基地局装置１の送信電力に関するパラメータを端末装置２に送信する。
【０２８５】
　また、上位層処理部１０１は、端末装置２の最大送信電力ＰＣＭＡＸ，ｃおよび総最大
出力電力ＰＣＭＡＸを設定するために用いられるパラメータを端末装置２に送信する。ま
た、上位層処理部１０１は、種々の物理チャネルの送信電力制御に関する情報を端末装置
２に送信する。
【０２８６】
　また、上位層処理部１０１は、隣接する基地局装置からの干渉量を示す情報、隣接する
基地局装置から通知された隣接する基地局装置１に与えている干渉量を示す情報、またチ
ャネル測定部１０９から入力されたチャネルの品質などに応じて、ＰＵＳＣＨなどが所定
のチャネル品質を満たすよう、また、隣接する基地局装置１への干渉を考慮し、端末装置
２の送信電力をセットし、これらの設定を示す情報を、送信部１０７を介して、端末装置
２に送信する。
【０２８７】
　具体的には、上位層処理部１０１は、端末装置２間で共有する情報（上りリンク電力制
御に関する共有パラメータの情報）または端末装置２間で共通なパラメータ（共有可能な
パラメータ）として設定される情報として、ＰＵＳＣＨとＰＵＣＣＨそれぞれに対する標
準電力（ＰＯ＿ＮＯＭＩＮＡＬ＿ＰＵＳＣＨ，ＰＯ＿ＮＯＭＩＮＡＬ＿ＰＵＣＣＨ）、伝
搬路損失補償係数（減衰係数）α、メッセージ３用の電力オフセット、ＰＵＣＣＨフォー
マット毎に規定される電力オフセットなどをシステムインフォメーションで送信する。そ
の際、ＰＵＣＣＨフォーマット３の電力オフセットおよびデルタＰＵＣＣＨフォーマット
１ｂＣＳの電力オフセットを追加して通知してもよい。また、これらの共有パラメータの
情報は、ＲＲＣメッセージで通知されてもよい。
【０２８８】
　また、上位層処理部１０１は、端末装置２毎に設定可能な情報（上りリンク電力制御に
関する専用パラメータの情報）として、端末装置固有ＰＵＳＣＨ電力Ｐ０＿ＵＥ＿ＰＵＳ

ＣＨ、デルタＭＣＳが有効か否かを指示するパラメータ（deltaMCS-Enabled）、アキュム
レーションが有効か否かを指示するパラメータ（accumulationEnabled）、端末装置固有
ＰＵＣＣＨ電力Ｐ０＿ＵＥ＿ＰＵＣＣＨ、Ｐ－ＳＲＳ電力オフセットＰＳＲＳ＿ＯＦＦＳ

ＥＴ（０）、フィルタ係数をＲＲＣメッセージで通知する。その際、各ＰＵＣＣＨフォー
マットにおける送信ダイバーシチの電力オフセット、Ａ－ＳＲＳ電力オフセットＰＳＲＳ

＿ＯＦＦＳＥＴ（１）を通知してもよい。なお、ここで述べるαとはパスロス値と共に送
信電力をセットするために用いられ、パスロスを補償する度合いを表す係数、言い換える
とパスロスに応じてどの程度送信電力を増減させるか（つまり、どの程度送信電力を補償
するか）を決定する係数（減衰係数、伝送路損失補償係数）である。αは通常０から１の
値をとり、０であればパスロスに応じた電力の補償は行なわず、１であればパスロスの影
響が基地局装置１において生じないよう端末装置２の送信電力を補償する。これらの情報
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は、再設定情報として端末装置２へ送信されてもよい。なお、これらの共有パラメータお
よび専用パラメータは、プライマリーセルとセカンダリーセルまたは複数のサービングセ
ルでそれぞれ独立に設定されてもよい。
【０２８９】
　また、上位層処理部１０１は、受信部１０５において、端末装置２から端末装置２の機
能情報を受信した場合、端末装置２の機能情報に基づいて、種々の設定を行なう。例えば
、端末装置２の機能情報に基づいて、端末装置２がサポートしているバンド（EUTRA Oper
ating Band）から、上りリンクのキャリア周波数と下りリンクのキャリア周波数を決定す
る。また、端末装置２の機能情報に基づいて、端末装置２に対してＭＩＭＯ通信を行なう
か否かを決定する。また、端末装置２の機能情報に基づいて、キャリアアグリゲーション
を行なうか否かを決定する。また、端末装置２の機能情報に基づいて、異なるフレーム構
造タイプのコンポーネントキャリアによるキャリアアグリゲーションを行なうか否かを決
定する。すなわち、セカンダリーセルを設定するか否かおよびセカンダリーセルに対して
用いる種々のパラメータを決定する。決定した情報を端末装置２へ通知する。なお、キャ
リア周波数に関する情報は、ＲＲＣメッセージで通知されてもよい。すなわち、キャリア
周波数に関する情報は、システムインフォメーションで通知されてもよい。また、キャリ
ア周波数に関する情報は、モビリティ制御情報に含まれて通知されてもよい。また、キャ
リア周波数に関する情報は、ＲＲＣ情報として上位層より通知されてもよい。
【０２９０】
　上位層処理部１０１は、端末装置２から送信された機能情報に、上りリンクに対するク
ロスキャリアスケジューリングを行なう機能をサポートしていることが示されていれば、
上りリンクに対するクロスキャリアスケジューリングに関する設定（CrossCarrierSchedu
lingConfig-UL）をセットし、その設定情報を、送信部１０７を介して、上位層シグナリ
ングを用いて、端末装置２へ送信する。また、上りリンクに対するクロスキャリアスケジ
ューリングに関する設定に、上りリンクグラントをシグナルするセル（どのセルが上りリ
ンクグラントをシグナルするか）を示す情報（schedulingCellId-UL）が含まれてもよい
。また、上りリンクに対するクロスキャリアスケジューリングに関する設定に、ＰＤＣＣ
Ｈ／ＥＰＤＣＣＨ　ＤＣＩフォーマット（上りリンクに対するＤＣＩフォーマット）にＣ
ＩＦがあるか否かを示す情報（cif-Presence-UL）が含まれてもよい。
【０２９１】
　上位層処理部１０１は、端末装置２から送信された機能情報に、下りリンクに対するク
ロスキャリアスケジューリングを行なう機能をサポートしていることが示されていれば、
下りリンクに対するクロスキャリアスケジューリングに関する設定（CrossCarrierSchedu
lingConfig-DL）をセットし、その設定情報を、送信部１０７を介して、上位層シグナリ
ングを用いて、端末装置２へ送信する。また、下りリンクに対するクロスキャリアスケジ
ューリングに関する設定に、下りリンクアロケーション（下りリンクグラント）をシグナ
ルするセル（どのセルが下りリンクアロケーションをシグナルするか）を示す情報（sche
dulingCellId-DL）が含まれてもよい。また、下りリンクに対するクロスキャリアスケジ
ューリングに関する設定に、セルを示す情報に対応する開始ＯＦＤＭシンボルを示す情報
（pdsch-Start）が含まれてもよい。また、下りリンクに対するクロスキャリアスケジュ
ーリングに関する設定に、ＰＤＣＣＨ／ＥＰＤＣＣＨ　ＤＣＩフォーマット（下りリンク
に対するＤＣＩフォーマット）にＣＩＦが含まれているか否かを示す情報（cif-Presence
-DL）が含まれてもよい。
【０２９２】
　また、上位層処理部１０１は、端末装置２に対して、セカンダリーセルを設定する場合
、セカンダリーセルに特定の値（例えば、“０”または“０”に相当する情報ビット）以
外のセルインデックスを付与し、その設定情報を端末装置２へ送信する。セカンダリーセ
ルが設定された場合、端末装置２は、プライマリーセルのセルインデックスを特定の値と
みなす。
【０２９３】
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　また、上位層処理部１０１は、端末装置２毎に下りリンク信号／上りリンク信号の送信
電力または送信電力に関するパラメータを設定してもよい。また、上位層処理部１０１は
、端末装置２間で共通の下りリンク／上りリンク信号の送信電力または送信電力に関する
パラメータを設定してもよい。上位層処理部１０１は、これらのパラメータに関する情報
を上りリンク電力制御に関する情報（上りリンク電力制御に関するパラメータの情報）お
よび／または下りリンク電力制御に関する情報（下りリンク電力制御に関するパラメータ
の情報）として端末装置２へ送信してもよい。上りリンク電力制御に関するパラメータの
情報および下りリンク電力制御に関するパラメータの情報には、少なくとも１つのパラメ
ータが含まれて端末装置２へ送信される。
【０２９４】
　上位層処理部１０１は、種々の物理チャネル／物理信号に係る種々のＩＤの設定を行な
い、制御部１０３を介して、受信部１０５および送信部１０７へＩＤの設定に関する情報
を出力する。例えば、上位層処理部１０１は、下りリンク制御情報フォーマットに含まれ
るＣＲＣをスクランブルするＲＮＴＩ（ＵＥＩＤ）の値を設定する。
【０２９５】
　また、上位層処理部１０１は、Ｃ－ＲＮＴＩ（Cell Radio Network Temporary Identif
ier），Ｔｅｍｐｏｒａｒｙ　Ｃ－ＲＮＴＩ，Ｐ－ＲＮＴＩ（Paging-RNTI），ＲＡ－ＲＮ
ＴＩ（Random Access RNTI），ＳＰＳ　Ｃ－ＲＮＴＩ（Semi-Persistent Scheduling C-R
NTI）、ＳＩ－ＲＮＴＩ（System Information RNTI）などの種々の識別子の値を設定して
もよい。
【０２９６】
　また、上位層処理部１０１は、物理層セルＩＤや仮想セルＩＤ、スクランブル初期化Ｉ
ＤなどのＩＤの値を設定する。これらの設定情報は、制御部１０３を介して、各処理部へ
出力される。また、これらの設定情報は、ＲＲＣメッセージやシステムインフォメーショ
ン、端末装置固有の専用情報、情報要素として端末装置２へ送信されてもよい。また、一
部のＲＮＴＩはＭＡＣ　ＣＥ（Control Element）を用いて送信されてもよい。
【０２９７】
　制御部１０３は、上位層処理部１０１からの制御情報に基づいて、受信部１０５、およ
び送信部１０７の制御を行なう制御信号を生成する。制御部１０３は、生成した制御信号
を受信部１０５、および送信部１０７に出力して受信部１０５、および送信部１０７の制
御を行なう。
【０２９８】
　上位層処理部１０１は、ＦＤＤセルに対して、上りリンク参照ＵＬ／ＤＬ設定および／
または下りリンク参照ＵＬ／ＤＬ設定（仮想ＵＬ／ＤＬ設定）を適用してもよい。上りリ
ンク参照ＵＬ／ＤＬ設定が適用されたＦＤＤセルに対して、ＴＤＤに対するＤＣＩフォー
マットを用いて、上りリンクおよび下りリンクスケジューリングを行なってもよい。上位
層処理部１０１は、上りリンク参照ＵＬ／ＤＬ設定が適用されないＦＤＤセルに対しては
、ＦＤＤに対するＤＣＩフォーマットを用いて、上りリンクおよび下りリンクスケジュー
リングを行なう。
【０２９９】
　上位層処理部１０１は、上りリンク参照ＵＬ／ＤＬ設定が適用されたＦＤＤセルに対し
て、ＵＬインデックスがセットされたＤＣＩフォーマット０／４を伴うＰＤＣＣＨ／ＥＰ
ＤＣＣＨを用いて、ＰＵＳＣＨ送信をスケジュールしてもよい。上位層処理部１０１は、
上りリンク参照ＵＬ／ＤＬ設定が適用されないＦＤＤセルに対して、ＵＬインデックスを
セットしないＤＣＩフォーマット０／４を伴うＰＤＣＣＨ／ＥＰＤＣＣＨを用いて、ＰＵ
ＳＣＨ送信をスケジュールしてもよい。
【０３００】
　上位層処理部１０１は、端末装置２から送信された機能情報に基づいて、ＦＤＤセルに
対して、ＵＬ／ＤＬ設定をセットするか否かを判断してもよい。
【０３０１】
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　上位層処理部１０１は、ＦＤＤセカンダリーセルに対して、上りリンク参照ＵＬ／ＤＬ
設定および／または下りリンク参照ＵＬ／ＤＬ設定（仮想ＵＬ／ＤＬ設定）を適用するか
否かは、プライマリーセルのフレーム構造タイプに応じて決定してもよい。プライマリー
セルのフレーム構造タイプがＴＤＤの場合、ＦＤＤセカンダリーセルに対して、上りリン
ク参照ＵＬ／ＤＬ設定および／または下りリンク参照ＵＬ／ＤＬ設定（仮想ＵＬ／ＤＬ設
定）を適用してもよい。プライマリーセルのフレーム構造タイプがＦＤＤの場合、上りリ
ンク参照ＵＬ／ＤＬ設定および／または下りリンク参照ＵＬ／ＤＬ設定（仮想ＵＬ／ＤＬ
設定）を適用しなくてもよい。
【０３０２】
　受信部１０５は、制御部１０３から入力された制御信号に従って、送受信アンテナ１１
１を介して端末装置２から受信した受信信号を分離、復調、復号し、復号した情報を上位
層処理部１０１に出力する。無線受信部１０５７は、送受信アンテナ１１１を介して受信
した上りリンクの信号を、中間周波数（IF: Intermediate Frequency）に変換し（ダウン
コンバート）、不要な周波数成分を除去し、信号レベルが適切に維持されるように増幅レ
ベルを制御し、受信した信号の同相成分および直交成分に基づいて、直交復調し、直交復
調されたアナログ信号をディジタル信号に変換する。無線受信部１０５７は、変換したデ
ィジタル信号からガードインターバル（GI: Guard Interval）に相当する部分を除去する
。無線受信部１０５７は、ガードインターバルを除去した信号に対して高速フーリエ変換
（FFT: Fast Fourier Transform）を行ない、周波数領域の信号を抽出し多重分離部１０
５５に出力する。
【０３０３】
　多重分離部１０５５は、無線受信部１０５７から入力された信号をＰＵＣＣＨ、ＰＵＳ
ＣＨ、ＵＬ　ＤＭＲＳ、ＳＲＳなどの信号に、それぞれ分離する。尚、この分離は、予め
基地局装置１が決定して各端末装置２に通知した無線リソースの割り当て情報に基づいて
行われる。また、多重分離部１０５５は、チャネル測定部１０９から入力された伝送路の
推定値から、ＰＵＣＣＨとＰＵＳＣＨの伝送路の補償を行なう。また、多重分離部１０５
５は、分離したＵＬ　ＤＭＲＳおよびＳＲＳをチャネル測定部１０９に出力する。
【０３０４】
　復調部１０５３は、ＰＵＳＣＨを逆離散フーリエ変換（IDFT: Inverse Discrete Fouri
er Transform）し、変調シンボルを取得し、ＰＵＣＣＨとＰＵＳＣＨの変調シンボルそれ
ぞれに対して、２位相偏移変調（BPSK: Binary Phase Shift Keying）、４相位相偏移変
調（QPSK: Quadrature Phase Shift Keying）、１６値直交振幅変調（16QAM: 16 Quadrat
ure Amplitude Modulation）、６４値直交振幅変調（64QAM: 64 Quadrature Amplitude M
odulation）等の予め定められた、または基地局装置１が端末装置２各々に下りリンク制
御情報で予め通知した変調方式を用いて受信信号の復調を行なう。
【０３０５】
　復号化部１０５１は、復調したＰＵＣＣＨとＰＵＳＣＨの符号化ビットを、予め定めら
れた符号化方式の、予め定められた、又は基地局装置１が端末装置２に上りリンクグラン
ト（UL grant）で予め通知した符号化率で復号を行ない、復号したデータ情報と、上りリ
ンク制御情報を上位層処理部１０１へ出力する。
【０３０６】
　チャネル測定部１０９は、多重分離部１０５５から入力された上りリンク復調参照信号
ＵＬ　ＤＭＲＳとＳＲＳから伝送路の推定値、チャネルの品質などを測定し、多重分離部
１０５５および上位層処理部１０１に出力する。また、チャネル測定部１０９は、第１の
信号から第ｎの信号の受信電力および／または受信品質を測定し、多重分離部１０５５お
よび上位層処理部１０１に出力する。
【０３０７】
　送信部１０７は、制御部１０３から入力された制御信号に基づいて、下りリンクの参照
信号（下りリンク参照信号）を生成し、上位層処理部１０１から入力されたデータ情報、
下りリンク制御情報を符号化、および変調し、ＰＤＣＣＨ（ＥＰＤＣＣＨ）、ＰＤＳＣＨ
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、および下りリンク参照信号を多重して、送受信アンテナ１１１を介して端末装置２に下
りリンク信号を送信する。
【０３０８】
　送信部１０７は、ＦＤＤセルに対して、上りリンク参照ＵＬ／ＤＬ設定（または仮想Ｕ
Ｌ／ＤＬ設定）がセットされる場合、上りリンク参照ＵＬ／ＤＬ設定に基づいて、ＦＤＤ
セルに対する上りリンクに関連するＤＣＩフォーマットにＵＬインデックスまたはＤＡＩ
をセットして、送信してもよい。
【０３０９】
　送信部１０７は、ＦＤＤセルに対して、上りリンク参照ＵＬ／ＤＬ設定がセットされな
い場合には、上りリンクに関連するＤＣＩフォーマットにＵＬインデックスまたはＤＡＩ
をセットしなくてもよい。
【０３１０】
　送信部１０７は、ＦＤＤセルに対して、下りリンク参照ＵＬ／ＤＬ設定（または仮想Ｕ
Ｌ／ＤＬ設定）がセットされる場合、下りリンク参照ＵＬ／ＤＬ設定に基づいて、ＦＤＤ
セルに対する上りリンクに関連するＤＣＩフォーマットにＤＡＩおよび／またはＳＲＳリ
クエストをセットして、送信してもよい。
【０３１１】
　送信部１０７は、ＦＤＤセルに対して、下りリンク参照ＵＬ／ＤＬ設定がセットされな
い場合には、下りリンクに関連するＤＣＩフォーマットにＤＡＩおよびＳＲＳリクエスト
をセットしなくてもよい。
【０３１２】
　送信部１０７は、ＵＬインデックスを１つのＤＣＩフォーマットを用いて送信すること
で、端末装置２に対して１つ以上の上りリンクサブフレームをスケジュールしてもよい。
例えば、ＵＬインデックスが２ビットで構成される場合、最上位ビット（MSB: Most Sign
ificant Bit）と最下位ビット（LSB: Least Significant Bit）を“１”にセットするこ
とによって、２つの上りリンクサブフレームをスケジュールすることができる。例えば、
送信部１０７は、ＭＳＢとＬＳＢの両方を“１”にセットしたＵＬインデックスを、ＤＣ
Ｉフォーマット０／４を用いて、サブフレームｎで送信する場合、端末装置２は、ｎ＋ｋ
とｎ＋ｊ（ｋ≠ｊ）でＰＵＳＣＨ送信を行なうことができる。また、送信部１０７は、Ｍ
ＳＢのみを“１”にセットしたＵＬインデックスを、ＤＣＩフォーマット０／４を用いて
、サブフレームｎで送信する場合、端末装置２は、ｎ＋ｋでＰＵＳＣＨ送信を行なう。ま
た、送信部１０７は、ＬＳＢのみを“１”にセットしたＵＬインデックスを、ＤＣＩフォ
ーマット０／４を用いて、サブフレームｎで送信する場合、端末装置２は、ｎ＋ｊでＰＵ
ＳＣＨ送信を行なう。
【０３１３】
　送信部１０７は、ＴＤＤ－ＦＤＤキャリアアグリゲーションを行なう場合、スケジュー
リングを行なうセルのフレーム構造タイプに基づいて、送信するＤＣＩフォーマットの送
信処理を行なってもよい。また、送信部１０７は、ＴＤＤ－ＦＤＤキャリアアグリゲーシ
ョンを行なう場合、スケジュールされるセルのフレーム構造タイプに基づいて、送信する
ＤＣＩフォーマットの送信処理を行なってもよい。
【０３１４】
　送信部１０７は、特定のＲＮＴＩを用いてスクランブルしたＣＲＣを伴うＤＣＩフォー
マットを端末装置２に対して送信可能な場合、そのＤＣＩフォーマットに仮想ＵＬ／ＤＬ
設定をセットして送信してもよい。
【０３１５】
　符号化部１０７１は、上位層処理部１０１から入力された下りリンク制御情報、および
データ情報を、ターボ符号化、畳み込み符号化、ブロック符号化等の符号化を行う。変調
部１０７３は、符号化ビットをＱＰＳＫ、１６ＱＡＭ、６４ＱＡＭ等の変調方式で変調す
る。下りリンク参照信号生成部１０７９は、基地局装置１を識別するためのセル識別子（
Cell ID, Cell Identity, Cell Identifier, Cell Identification）などを基に予め定め
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られた規則で求まる、端末装置２が既知の系列で下りリンク参照信号として生成する。多
重部１０７５は、変調した各チャネルと生成した下りリンク参照信号を多重する。
【０３１６】
　無線送信部１０７７は、多重した変調シンボルを逆高速フーリエ変換（IFFT: Inverse 
Fast Fourier Transform）して、ＯＦＤＭ方式の変調を行ない、ＯＦＤＭ変調されたＯＦ
ＤＭシンボルにガードインターバルを付加し、ベースバンドのディジタル信号を生成し、
ベースバンドのディジタル信号をアナログ信号に変換し、アナログ信号から中間周波数の
同相成分および直交成分を生成し、中間周波数帯域に対する余分な周波数成分を除去し、
中間周波数の信号を高周波数の信号に変換（アップコンバート）し、余分な周波数成分を
除去し、電力増幅し、送受信アンテナ１１１に出力して送信する。
【０３１７】
　図２は、本実施形態に係る端末装置２の構成を示す概略ブロック図である。図示するよ
うに、端末装置２は、上位層処理部２０１、制御部２０３、受信部２０５、送信部２０７
、チャネル測定部２０９、および、送受信アンテナ２１１、を含んで構成される。また、
受信部２０５は、復号化部２０５１、復調部２０５３、多重分離部２０５５と無線受信部
２０５７を含んで構成される。端末局装置２の受信処理は、上位層処理部２０１、制御部
２０３、受信部２０５、送受信アンテナ２１１で行なわれる。また、送信部２０７は、符
号化部２０７１、変調部２０７３、多重部２０７５と無線送信部２０７７を含んで構成さ
れる。また、端末装置２の送信処理は、上位層処理部２０１、制御部２０３、送信部２０
７、送受信アンテナ２１１で行なわれる。
【０３１８】
　上位層処理部２０１は、ユーザの操作等により生成された上りリンクのデータ情報を、
送信部に出力する。また、上位層処理部２０１は、媒体アクセス制御（MAC: Medium Acce
ss Control）層、パケットデータ統合プロトコル（PDCP: Packet Data Convergence Prot
ocol）層、無線リンク制御（RLC: Radio Link Control）層、無線リソース制御（RRC: Ra
dio Resource Control）層の処理を行なう。
【０３１９】
　上位層処理部２０１は、自局の各種設定情報の管理を行なう。また、上位層処理部２０
１は、上りリンクの各チャネルに配置する情報を生成し、送信部２０７に出力する。上位
層処理部２０１は、基地局装置１からＰＤＣＣＨで通知された下りリンク制御情報、およ
びＰＤＳＣＨで通知された無線リソース制御情報が設定された上位層処理部２０１が管理
する自局の各種設定情報に基づき、受信部２０５、および送信部２０７の制御を行うため
に制御情報を生成し、制御部２０３に出力する。また、上位層処理部２０１は、基地局装
置１から通知された第１の設定に関する情報から第ｎの設定に関する情報に基づいて、各
信号の種々のパラメータ（情報要素、ＲＲＣメッセージ）をセットする。また、それらの
セットした情報を生成し、制御部２０３を介して、送信部２０７に出力する。また、上位
層処理部２０１は、基地局装置１とのコネクションを確立する際に、端末装置２の機能情
報を生成し、制御部２０３を介して、送信部２０７に出力し、基地局装置１へ通知する。
また、上位層処理部２０１は、基地局装置１とコネクションが確立した後に、機能情報を
基地局装置１へ通知してもよい。
【０３２０】
　機能情報には、ＲＦのパラメータに関する情報（RF-Parameters）が含まれてもよい。
ＲＦのパラメータに関する情報には、端末装置２がサポートしているバンドを示す情報（
1st SupportedBandCombination）が含まれてもよい。ＲＦのパラメータに関する情報には
、キャリアアグリゲーションおよび／またはＭＩＭＯをサポートしているバンドを示す情
報（SupportedBandCombinationExt）が含まれてもよい。ＲＦのパラメータに関する情報
には、端末装置２に同時に集約されるバンド間で複数のタイミングアドバンスやバンド間
で同時に送受信を行なう機能をサポートしているバンドを示す情報（2nd SupportedBandC
onbination）が含まれてもよい。これらのバンドは、それぞれリスト化されてもよい。複
数のリスト化された情報で示される値（エントリー）は、共通であってもよい（同じもの
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を示してもよい）。
【０３２１】
　端末装置２がサポートしているバンド（bandE-UTRA, FreqBandIndicator, E-UTRA Oper
ating Band）それぞれに対して、ハーフデュプレックスをサポートしているかが示されて
もよい。ハーフデュプレックスがサポートされていないバンドにおいては、フルデュプレ
ックスをサポートする。
【０３２２】
　端末装置２がサポートしているバンドに対して、上りリンクでキャリアアグリゲーショ
ンおよび／またはＭＩＭＯをサポートしているかが示されてもよい。
【０３２３】
　端末装置２がサポートしているバンドに対して、下りリンクでキャリアアグリゲーショ
ンおよび／またはＭＩＭＯをサポートしているかが示されてもよい。
【０３２４】
ＲＦのパラメータに関する情報には、ＴＤＤ－ＦＤＤキャリアアグリゲーションをサポー
トするバンドを示す情報が含まれてもよい。これらのバンドは、リスト化されてもよい。
【０３２５】
ＲＦのパラメータに関する情報には、ＴＤＤ－ＦＤＤキャリアアグリゲーションをサポー
トするバンド間で同時に送受信を行なう機能をサポートしているかを示す情報が含まれて
もよい。
【０３２６】
　また、ＲＦのパラメータに関する情報には、異なるデュプレックスモードのバンド間で
同時に送受信を行なえるか否かを示す情報が含まれてもよい。
【０３２７】
　機能情報には、物理層のパラメータに関する情報（PhyLayerParameters）が含まれても
よい。物理層のパラメータに関する情報には、クロスキャリアスケジューリングを行なう
機能をサポートしているかを示す情報が含まれてもよい。また、物理層のパラメータに関
する情報には、上りリンクに対するクロスキャリアスケジューリングを行なう機能（Cros
sCarrierScheduling-UL）をサポートしているかを示す情報が含まれてもよい。また、物
理層のパラメータに関する情報には、下りリンクに対するクロスキャリアスケジューリン
グを行なう機能（CrossCarrierScheduling-DL）をサポートしているかを示す情報が含ま
れてもよい。
【０３２８】
　上りリンクに対するクロスキャリアスケジューリングを行なう機能がある端末装置２に
対して、基地局装置１は、端末装置２に対して、上りリンクに対するクロスキャリアスケ
ジューリングに関する設定を行なうことによって、上りリンクグラントをクロスキャリア
スケジューリングによって通知してもよい。すなわち、基地局装置１は、第２のセルに対
するＰＵＳＣＨのスケジューリングに関するＤＣＩフォーマット（上りリンクグラント）
を第１のセルのＰＤＣＣＨを用いて端末装置２に送信してもよい。端末装置２は、第１の
セルのＰＤＣＣＨによって送信されたＰＤＣＣＨに伴うＤＣＩフォーマットに含まれるＣ
ＩＦを読むことによって、どのセルに対するＤＣＩフォーマットであるか識別することが
できる。
【０３２９】
　下りリンクに対するクロスキャリアスケジューリングを行なう機能がある端末装置２に
対して、基地局装置１は、端末装置２に対して、下りリンクに対するクロスキャリアスケ
ジューリングに関する設定を行なうことによって、下りリンクグラントをクロスキャリア
スケジューリングによって通知してもよい。すなわち、基地局装置１は、第２のセルに対
するＰＤＳＣＨのスケジューリングに関するＤＣＩフォーマット（下りリンクグラント）
を第１のセルのＰＤＣＣＨを用いて端末装置２に送信してもよい。端末装置２は、第１の
セルのＰＤＣＣＨによって送信されたＰＤＣＣＨに伴うＤＣＩフォーマットに含まれるＣ
ＩＦを読むことによって、どのセルに対するＤＣＩフォーマットであるか識別することが
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できる。
【０３３０】
　ここで、端末装置２から基地局装置１に通知される端末装置２の能力（機能、性能）の
一部として、下りリンクに関するクロスキャリアスケジューリングの能力と上りリンクに
関するクロスキャリアスケジューリングの能力とをそれぞれ（独立に）含めることができ
る。ひとつの例としては、端末装置２から基地局装置１に端末装置２の能力が通知される
際に用いられるＲＲＣメッセージの情報エレメント（例えば、ＵＥ－ＥＵＴＲＡ－Ｃａｐ
ａｂｉｌｉｔｙ）の物理層のパラメータ群に、下りリンクに関するクロスキャリアスケジ
ューリングをサポートするかどうかを示すフィールド（第１のフィールド）と、上りリン
クに関するクロスキャリアスケジューリングをサポートするかどうかを示すフィールド（
第２のフィールド）とが含まれてもよい。下りリンクに関するクロスキャリアスケジュー
リングをサポートする端末装置２は、物理層のパラメータ群に第１のフィールドが含めて
基地局装置１に通知する。通知を受けた基地局装置１は、端末装置２が下りリンクに関す
るクロスキャリアスケジューリングをサポートする端末装置であると認識することができ
る。下りリンクに関するクロスキャリアスケジューリングをサポートしない端末装置２は
、物理層のパラメータ群に第１のフィールドを含めずに（第１のフィールドにセットされ
る値を省略して）基地局装置１に通知してもよい。通知を受けた基地局装置１は、端末装
置２が下りリンクに関するクロスキャリアスケジューリングをサポーしない端末装置であ
ると認識することができる。上りリンクに関するクロスキャリアスケジューリングをサポ
ートする端末装置２は、物理層のパラメータ群に第２のフィールドが含めて基地局装置１
に通知する。通知を受けた基地局装置１は、端末装置２が上りリンクに関するクロスキャ
リアスケジューリングをサポートする端末装置であると認識することができる。上りリン
クに関するクロスキャリアスケジューリングをサポートしない端末装置２は、物理層のパ
ラメータ群に第２のフィールドが含めずに基地局装置１に通知する。通知を受けた基地局
装置１は、端末装置２が上りリンクに関するクロスキャリアスケジューリングをサポーし
ない端末装置であると認識することができる。このように、フィールドにセットされる値
が省略された場合は、フィールドにセットされたいずれの値（例えば対応する機能をサポ
ートすることを示す値である「１」）とも異なること（例えば対応する機能をサポートし
ないこと）を意味する。
【０３３１】
　なお、これらの機能は、従来のキャリアアグリゲーション（ＦＤＤとＦＤＤのキャリア
アグリゲーションおよびＴＤＤとＴＤＤのキャリアアグリゲーション）におけるクロスキ
ャリアスケジューリングをサポートする端末装置のみがサポートするようにしてもよい。
すなわち、第１のフィールドおよび／または第２のフィールドに値（例えばサポートを示
す「１」）がセットされるためには，従来のキャリアアグリゲーションにおけるクロスキ
ャリアスケジューリングをサポートするかどうかのフィールドに値（例えばサポートを示
す「１」）がセットされていることが必要であるとしてもよい。
【０３３２】
　他の例としては、端末装置２から基地局装置１に端末装置２の能力が通知される際に用
いられるＲＲＣメッセージの情報エレメントにおける機能グループ情報（ＦＧＩ：Ｆｅａ
ｔｕｒｅ　Ｇｒｏｕｐ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）のパラメータ群に、下りリンクに関す
るクロスキャリアスケジューリングをサポートするかどうかを示すフィールド（第１のフ
ィールド）と上りリンクに関するクロスキャリアスケジューリングをサポートするかどう
かを示すフィールド（第２のフィールド）とが常に含まれるようにしておき，これらのフ
ィールドにセットされる値によって、これらの機能をサポートするかどうかを示すように
してもよい。例えば、これらの機能をサポートする場合は「１」をセットし、これらの機
能をサポートしない場合は「０」をセットするようにしてもよい。あるいは、これらの機
能をサポートする場合は「０」をセットし、これらの機能をサポートしない場合は「１」
をセットするようにしてもよい。
【０３３３】
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　下りリンクに対するクロスキャリアスケジューリングを行なう機能があり、上りリンク
に対するクロスキャリアスケジューリングを行なう機能がない端末装置２に対して、基地
局装置１は、下りリンクグラントをクロスキャリアスケジューリングによって通知しても
よい。しかし、端末装置２は、上りリンクグラントがクロスキャリアスケジューリングに
よって通知されてもその上りリンクグラントを無視してもよい。
【０３３４】
　上りリンクに対するクロスキャリアスケジューリングを行なう機能があり、下りリンク
に対するクロスキャリアスケジューリングを行なう機能がない端末装置２に対して、基地
局装置１は、上りリンクグラントをクロスキャリアスケジューリングによって通知しても
よい。しかし、端末装置２は、下りリンクグラントがクロスキャリアスケジューリングに
よって通知されてもその下りリンクグラントを無視してもよい。
【０３３５】
　上位層処理部２０１は、機能情報に含まれているこれらの機能のうち、サポートしてい
ない機能がある場合には、その機能をサポートしているか否かを示す情報を機能情報にセ
ットしなくてもよい。基地局装置１は、機能情報にセットされていない機能については、
端末装置２はサポートしていないとみなし、種々の設定を行なう。なお、機能をサポート
しているか否かを示す情報は、機能をサポートしていることを示す情報であってもよい。
【０３３６】
　上位層処理部２０１は、これらの機能情報のうち、サポートしていない機能があれば、
その機能について、サポートしていないことを表す特定の値（例えば、“０”）または情
報（例えば、“not supported”, “disable”, “FALSE”など）をセットし、その情報
を含む機能情報を基地局装置１へ通知してもよい。
【０３３７】
　上位層処理部２０１は、これらの機能情報のうち、サポートしている機能があれば、そ
の機能について、サポートしていることを表す特定の値（例えば、“１”）または情報（
例えば、“supported”, “enable”, “TRUE”など）をセットし、その情報を含む機能
情報を基地局装置１へ通知してもよい。
【０３３８】
　上位層処理部２０１は、同時に集約可能なバンド間で同時に送受信する機能がない場合
、同時に集約可能なバンド間で同時に送受信する機能をサポートしているか否かを示す情
報（simultaneousRx-Tx）にサポートしていないことを示す特定の値または情報をセット
する。または、機能情報に、同時に集約可能なバンド間で同時に送受信する機能をサポー
トしているか否かを示す情報そのものがセットされていなくてもよい。
【０３３９】
　上位層処理部２０１は、基地局装置１が報知しているＳＲＳを送信するための無線リソ
ースを予約するサブフレームであるサウンディングサブフレーム（ＳＲＳサブフレーム、
ＳＲＳ送信サブフレーム）、およびサウンディングサブフレーム内でＳＲＳを送信するた
めに予約する無線リソースの帯域幅を示す情報、および、基地局装置１が端末装置２に通
知したピリオディックＳＲＳを送信するサブフレームと、周波数帯域と、ピリオディック
ＳＲＳのＣＡＺＡＣ系列に用いるサイクリックシフトの量と、を示す情報、および、基地
局装置１が端末装置２に通知したアピリオディックＳＲＳを送信する周波数帯域と、アピ
リオディックＳＲＳのＣＡＺＡＣ系列に用いるサイクリックシフトの量と、を示す情報を
受信部２０５から取得する。
【０３４０】
　上位層処理部２０１は、前記情報に従ってＳＲＳ送信の制御を行なう。具体的には、上
位層処理部２０１は、前記ピリオディックＳＲＳに関する情報に従ってピリオディックＳ
ＲＳを１回または周期的に送信するよう送信部２０７を制御する。また、上位層処理部２
０１は、受信部２０５から入力されたＳＲＳリクエスト（ＳＲＳインディケータ）におい
てアピリオディックＳＲＳの送信を要求された場合、アピリオディックＳＲＳに関する情
報に従ってアピリオディックＳＲＳを予め定められた回数（例えば、１回）だけ送信する
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。
【０３４１】
　上位層処理部２０１は、基地局装置１から送信される種々の上りリンク信号の送信電力
制御に関する情報に基づいて、ＰＲＡＣＨ、ＰＵＣＣＨ、ＰＵＳＣＨ、ピリオディックＳ
ＲＳ、およびアピリオディックＳＲＳの送信電力の制御を行なう。具体的には、上位層処
理部２０１は、受信部２０５から取得した種々の上りリンク電力制御に関する情報に基づ
いて種々の上りリンク信号の送信電力を設定する。例えば、ＳＲＳの送信電力は、Ｐ０＿

ＰＵＳＣＨ、α、ピリオディックＳＲＳ用の電力オフセットＰＳＲＳ＿ＯＦＦＳＥＴ（０
）（第１の電力オフセット（pSRS-Offset））、アピリオディックＳＲＳ用の電力オフセ
ットＰＳＲＳ＿ＯＦＦＳＥＴ（１）（第２の電力オフセット（pSRS-OffsetAp））、およ
びＴＰＣコマンドに基づいて制御される。なお、上位層処理部２０１は、ＰＳＲＳ＿ＯＦ

ＦＳＥＴに対してピリオディックＳＲＳかアピリオディックＳＲＳかに応じて第１の電力
オフセットか第２の電力オフセットかを切り替える。
【０３４２】
　また、上位層処理部２０１は、ピリオディックＳＲＳおよび／またはアピリオディック
ＳＲＳに対して第３の電力オフセットが設定されている場合、第３の電力オフセットに基
づいて送信電力をセットする。なお、第３の電力オフセットは、第１の電力オフセットや
第２の電力オフセットよりも広い範囲で値が設定されてもよい。第３の電力オフセットは
、ピリオディックＳＲＳおよびアピリオディックＳＲＳそれぞれに対して設定されてもよ
い。つまり、上りリンク電力制御に関するパラメータの情報とは、種々の上りリンク物理
チャネルの送信電力の制御に係るパラメータが含まれる情報要素やＲＲＣメッセージのこ
とである。
【０３４３】
　また、上位層処理部２０１は、あるサービングセルおよびあるサブフレームにおいて、
第１の上りリンク参照信号の送信電力と物理上りリンク共用チャネルの送信電力の合計が
端末装置２に設定される最大送信電力（例えば、ＰＣＭＡＸやＰＣＭＡＸ，ｃ）を超える
場合、物理上りリンク共用チャネルを送信するように、制御部２０３を介して送信部２０
７に指示情報を出力する。
【０３４４】
　また、上位層処理部２０１は、あるサービングセルおよびあるサブフレームにおいて、
第１の上りリンク参照信号の送信電力と物理上りリンク制御チャネルの送信電力の合計が
端末装置２に設定される最大送信電力（例えば、ＰＣＭＡＸやＰＣＭＡＸ，ｃ）を超える
場合、物理上りリンク制御チャネルを送信するように、制御部２０３を介して送信部２０
７に指示情報を出力する。
【０３４５】
　また、上位層処理部２０１は、あるサービングセルおよびあるサブフレームにおいて、
第２の上りリンク参照信号の送信電力と物理上りリンク共用チャネルの送信電力の合計が
端末装置２に設定される最大送信電力を超える場合、物理上りリンク共用チャネルを送信
するように、制御部２０３を介して送信部２０７に指示情報を出力する。
【０３４６】
　また、上位層処理部２０１は、あるサービングセル（例えば、サービングセルｃ）およ
びあるサブフレーム（例えば、サブフレームｉ）において、第２の上りリンク参照信号の
送信電力と物理上りリンク制御チャネルの送信電力の合計が端末装置２に設定される最大
送信電力を超える場合、物理上りリンク制御チャネルを送信するように、制御部２０３を
介して送信部２０７に指示情報を出力する。
【０３４７】
　また、上位層処理部２０１は、同じタイミング（例えば、サブフレーム）で複数の物理
チャネルの送信が生じる場合、種々の物理チャネルの優先度に応じて、種々の物理チャネ
ルの送信電力を制御したり、種々の物理チャネルの送信を制御したりすることもできる。
上位層処理部２０１は、制御部２０３を介してその制御情報を送信部２０７に出力する。
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【０３４８】
　また、上位層処理部２０１は、複数のサービングセルまたは複数のサービングセルそれ
ぞれに対応する複数のコンポーネントキャリアを用いるキャリアアグリゲーションを行な
う場合、物理チャネルの優先度に応じて、種々の物理チャネルの送信電力を制御したり、
種々の物理チャネルの送信を制御したりすることもできる。
【０３４９】
　また、上位層処理部２０１は、セルの優先度に応じて、該セルから送信される種々の物
理チャネルの送信制御を行なってもよい。上位層処理部２０１は、制御部２０３を介して
その制御情報を送信部２０７に出力する。
【０３５０】
　上位層処理部２０１は、基地局装置１から通知された上りリンク参照信号の設定に関す
る情報に基づいて上りリンク参照信号の生成等を行なうように制御部２０３を介して送信
部２０７に指示情報を出力する。つまり、参照信号制御部２０１３は、制御部２０３を介
して、上りリンク参照信号の設定に関する情報を上りリンク参照信号生成部２０７９へ出
力する。
【０３５１】
　制御部２０３は、上位層処理部２０１からの制御情報に基づいて、受信部２０５、およ
び送信部２０７の制御を行なう制御信号を生成する。制御部２０３は、生成した制御信号
を受信部２０５および送信部２０７に出力して、受信部２０５および送信部２０７の制御
を行なう。
【０３５２】
　受信部２０５は、制御部２０３から入力された制御信号に従って、送受信アンテナ２１
１を介して基地局装置１から受信した受信信号を、分離、復調、復号し、復号した情報を
上位層処理部２０１に出力する。
【０３５３】
　受信部２０５は、第１の設定に関する情報および／または第２の設定に関する情報を受
信するか否かによって、適切な受信処理を行なう。例えば、第１の設定に関する情報また
は第２の設定に関する情報のうち、何れか一方を受信している場合には、受信した下りリ
ンク制御情報フォーマットから第１の制御情報フィールドを検出し、第１の設定に関する
情報および第２の設定に関する情報を受信している場合には、受信した下りリンク制御情
報フォーマットから第２の制御情報フィールドを検出する。
【０３５４】
　受信部２０５は、ＴＤＤ－ＦＤＤキャリアアグリゲーションを行なう場合、スケジュー
リングを行なうセルのフレーム構造タイプに基づいて、受信するＤＣＩフォーマットの受
信処理を行なってもよい。また、受信部２０５は、ＴＤＤ－ＦＤＤキャリアアグリゲーシ
ョンを行なう場合、スケジュールされるセルのフレーム構造タイプに基づいて、受信する
ＤＣＩフォーマットの受信処理を行なってもよい。例えば、受信部２０５は、フレーム構
造タイプがＦＤＤであれば、ＦＤＤに対するＤＣＩフォーマットにおける受信処理を行な
い、フレーム構造タイプがＴＤＤであれば、ＴＤＤに対するＤＣＩフォーマットにおける
受信処理を行なう。
【０３５５】
　無線受信部２０５７は、各受信アンテナを介して受信した下りリンクの信号を、中間周
波数に変換し（ダウンコンバート）、不要な周波数成分を除去し、信号レベルが適切に維
持されるように増幅レベルを制御し、受信した信号の同相成分および直交成分に基づいて
、直交復調し、直交復調されたアナログ信号をディジタル信号に変換する。無線受信部２
０５７は、変換したディジタル信号からガードインターバルに相当する部分を除去し、ガ
ードインターバルを除去した信号に対して高速フーリエ変換を行ない、周波数領域の信号
を抽出する。
【０３５６】
　多重分離部２０５５は、抽出した信号をＰＤＣＣＨ、ＰＤＳＣＨ、および下りリンク参
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照信号（DL-RS: Downlink Reference Signal）に、それぞれ分離する。尚、この分離は、
下りリンク制御情報で通知された無線リソースの割り当て情報などに基づいて行われる。
また、多重分離部２０５５は、チャネル測定部２０９から入力された伝送路の推定値から
、ＰＤＣＣＨとＰＤＳＣＨの伝送路の補償を行なう。また、多重分離部２０５５は、分離
した下りリンク参照信号をチャネル測定部２０９に出力する。
【０３５７】
　復調部２０５３は、ＰＤＣＣＨに対して、ＱＰＳＫ変調方式の復調を行ない、復号化部
２０５１へ出力する。また、復調部２０５３は、ＰＤＳＣＨに対して、ＱＰＳＫ、１６Ｑ
ＡＭ、６４ＱＡＭ等の下りリンク制御情報で通知された変調方式の復調を行ない、復号化
部２０５１へ出力する。
【０３５８】
　復号化部２０５１は、ＰＤＣＣＨの復号を試み、復号に成功した場合、復号した下りリ
ンク制御情報を上位層処理部２０１に出力する。また、復号化部２０５１は、下りリンク
制御情報で通知された符号化率に対する復号を行い、復号したデータ情報を上位層処理部
２０１へ出力する。
【０３５９】
　復号化部２０５１は、上りリンクと下りリンクに対して、独立にクロスキャリアスケジ
ューリングを行なう機能がない場合には、ＤＣＩフォーマット０とＤＣＩフォーマット１
Ａを１つのＤＣＩフォーマットとして復号処理（ブラインドデコーディング）を行なう。
【０３６０】
　復号化部２０５１は、上りリンクと下りリンクに対して、独立にクロスキャリアスケジ
ューリングを行なう機能がある場合には、ＤＣＩフォーマット０とＤＣＩフォーマット１
Ａを独立のＤＣＩフォーマットとして復号処理を行なう。
【０３６１】
　復号化部２０５１は、上りリンクに対するクロスキャリアスケジューリングを行なう機
能がない場合、ＤＣＩフォーマット０またはＤＣＩフォーマット４などの上りリンクグラ
ントのクロスキャリアスケジューリングが行なわれることを期待しない。
【０３６２】
　復号化部２０５１は、下りリンクに対するクロスキャリアスケジューリングを行なう機
能がない場合、ＤＣＩフォーマット１またはＤＣＩフォーマット１Ａなどの下りリンクグ
ラントのクロスキャリアスケジューリングが行なわれることを期待しない。
【０３６３】
　復号化部２０５１は、上りリンクと下りリンクに対して、何れか一方のクロスキャリア
スケジューリングに関する設定が行なわれた場合には、ブラインドデコーディングの総数
を増やしてもよい。
【０３６４】
　復号化部２０５１は、上りリンクまたは下りリンクに対するクロスキャリアスケジュー
リングに関する設定が何れか一方のみセットされる場合、ブラインドデコーディングの総
数を超えないように復号化処理を行なう。例えば、ＵＳＳにおいて、ＰＤＣＣＨ候補数を
制限する。また、ＵＳＳにおいて、デコーディングを行なうアグリゲーションレベルを制
限する。また、復号化処理を行なうセル（コンポーネントキャリア）を制限する。例えば
、プライマリーセルに対してのみ、復号化処理を行なう。基地局装置１は、ブラインドデ
コーディングが増えないように、制限されたＰＤＣＣＨ候補数やアグリゲーションレベル
、セルを用いて、ＰＤＣＣＨを送信する。
【０３６５】
　チャネル測定部２０９は、多重分離部２０５５から入力された下りリンク参照信号から
下りリンクのパスロスを測定し、測定したパスロスを上位層処理部２０１へ出力する。ま
た、チャネル測定部２０９は、下りリンク参照信号から下りリンクの伝送路の推定値を算
出し、多重分離部２０５５へ出力する。また、チャネル測定部２０９は、参照信号制御部
２０１３から制御部２０３を介して通知された測定に関する種々の情報、測定報告に関す
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る種々の情報に従って、第１の信号および／または第２の信号の受信電力測定や受信品質
測定を行なう。その結果を上位層処理部２０１に出力する。また、チャネル測定部２０９
は、第１の信号および／または第２の信号のチャネル評価を行なうことを指示された場合
、それぞれの信号のチャネル評価に関する結果を上位層処理部２０１に出力してもよい。
ここで、第１の信号や第２の信号は、参照信号（パイロット信号、パイロットチャネル、
基準信号）であり、第１の信号や第２の信号の他に第３の信号や第４の信号があってもよ
い。つまり、チャネル測定部２０９は、１つ以上の信号のチャネルを測定する。また、チ
ャネル測定部２０９は、上位層処理部２０１から、制御部２０３を介して、通知された制
御情報に従って、チャネル測定を行なう信号を設定する。
【０３６６】
　また、チャネル測定部２０９は、あるセル（第１のセル）において、上りリンク送信が
要求された上りリンクサブフレームが生じたことによって、あるセルとは異なるセル（第
２のセル）の同じサブフレームでＣＲＳやＣＳＩ－ＲＳを測定できなかった場合、第２の
セルにおける測定結果（受信電力や受信品質、チャネル品質など）の平均を測定できなか
ったサブフレームを除いて行なってもよい。言い換えると、チャネル測定部２０９は、受
信したＣＲＳやＣＳＩ－ＲＳのみを用いて、測定結果（受信電力や受信品質、チャネル品
質など）の平均値を算出してもよい。その算出結果（算出結果に対応するインディケータ
または情報）を、送信部２０７を介して、基地局装置１へ送信してもよい。
【０３６７】
　送信部２０７は、制御部２０３から入力された制御信号（制御情報）に基づいて、上り
リンク復調参照信号（ＵＬ　ＤＭＲＳ）および／またはサウンディング参照信号（ＳＲＳ
）を生成し、上位層処理部２０１から入力されたデータ情報を符号化および変調し、ＰＵ
ＣＣＨ、ＰＵＳＣＨ、および生成したＵＬ　ＤＭＲＳおよび／またはＳＲＳを多重し、Ｐ
ＵＣＣＨ、ＰＵＳＣＨ、ＵＬ　ＤＭＲＳ、およびＳＲＳの送信電力を調整し、送受信アン
テナ２１１を介して基地局装置１に送信する。
【０３６８】
　また、送信部２０７は、上位層処理部２０１から測定結果に関する情報が出力された場
合、送受信アンテナ２１１を介して基地局装置１に送信する。
【０３６９】
　また、送信部２０７は、上位層処理部２０１からチャネル評価に関する結果であるチャ
ネル状態情報が出力された場合、そのチャネル状態情報を基地局装置１へフィードバック
する。つまり、上位層処理部２０１は、チャネル測定部２０９から通知された測定結果に
基づいてチャネル状態情報（ＣＳＩ、ＣＱＩ、ＰＭＩ、ＲＩ）を生成し、制御部２０３を
介して基地局装置１へフィードバックする。
【０３７０】
　送信部２０７は、受信部２０５において、所定のグラント（または所定の下りリンク制
御情報フォーマット）が検出されると、所定のグラントに対応する上りリンク信号を、グ
ラントを検出したサブフレームから所定のサブフレーム以降の最初の上りリンクサブフレ
ームで上りリンク信号を送信する。例えば、サブフレームｉでグラントを検出すると、サ
ブフレームｉ＋ｋ以降の最初の上りリンクサブフレームで上りリンク信号を送信すること
ができる。
【０３７１】
　また、送信部２０７は、上りリンク信号の送信サブフレームがサブフレームｉである場
合、サブフレームｉ－ｋで受信したＴＰＣコマンドによって得られる電力制御調整値に基
づいて上りリンク信号の送信電力をセットする。ここで、電力制御調整値ｆ（ｉ）（また
はｇ（ｉ））は、ＴＰＣコマンドにセットされた値に対応付けられた補正値または絶対値
に基づいて設定される。アキュムレーションが有効な場合、ＴＰＣコマンドにセットされ
た値に対応付けられた補正値を累算し、その累算結果を電力制御調整値として適用する。
アキュムレーションが有効でない場合、単一のＴＰＣコマンドにセットされた値に対応付
けられた絶対値を電力制御調整値として適用する。また、ＰＵＳＣＨ送信に対する電力制
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御調整値ｆ（ｉ）は、サービングセル毎にセットされてもよい。また、ＰＵＳＣＨ送信に
対する電力制御調整値ｆ（ｉ）は、サブフレームセット毎にセットされてもよい。ＰＵＣ
ＣＨがサービングセル毎に送信可能な場合は、ＰＵＣＣＨ送信に対する電力制御調整値ｇ
（ｉ）は、サービングセル毎にセットされてもよい。また、ＰＵＣＣＨが複数のサブフレ
ームセットで送信可能な場合は、ＰＵＣＣＨ送信に対する電力制御調整値ｇ（ｉ）は、サ
ブフレームセット毎にセットされてもよい。また、ＰＵＣＣＨが複数のサブフレームセッ
トで送信可能でない場合は、複数のサブフレームセットが設定されてもＰＵＣＣＨ送信に
対する電力制御調整値ｇ（ｉ）は、１つだけセットされる。また、ＰＵＣＣＨがプライマ
リーセルに対してのみ送信可能な場合は、ＰＵＣＣＨ送信に対する電力制御調整値ｇ（ｉ
）は、プライマリーセルに対してセットされる。
【０３７２】
　送信部２０７は、ＰＵＳＣＨの送信サブフレームがサブフレームｉである場合、サブフ
レームｉ－ＫＰＵＳＣＨで受信したＴＰＣコマンドによって得られる補正値（a correcti
on value）または絶対値（an absolute value）を用いて、電力制御調整値ｆｃ（ｉ）を
設定し、電力制御調整値ｆｃ（ｉ）を用いて、サブフレームｉで送信されるＰＵＳＣＨに
対する送信電力をセットする。
【０３７３】
　送信部２０７は、ＦＤＤに対しては、あるサブフレームにおけるＰＵＳＣＨ送信に対す
るＫＰＵＳＣＨの値を、４として特定する。ＴＤＤに対しては、端末装置２に１つ以上の
サービングセルが設定され、少なくとも２つのサービングセルのＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ設定
が同じでないとすれば、ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ設定は、サービングセルｃに対する上りリン
ク参照ＵＬ／ＤＬ設定を参照する。ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ設定１～６の何れかに対しては、
送信部２０７は、ＫＰＵＳＣＨの値を、例えば、図７に記載のテーブルに基づいて特定す
る。また、ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ設定０に対しては、サブフレーム２か７におけるＰＵＳＣ
Ｈ送信がＵＬインデックスの最下位ビットが“１”にセットされたＤＣＩフォーマット０
／４を伴うＰＤＣＣＨ／ＥＰＤＣＣＨを用いてスケジュールされるとすれば、送信部２０
７は、ＫＰＵＳＣＨの値を、７として特定し、それ以外の上りリンクサブフレームでＰＵ
ＳＣＨ送信を行なう場合は、ＫＰＵＳＣＨの値を、例えば、図７に記載のテーブルに基づ
いて特定する。
【０３７４】
　また、ＦＤＤセルに対して、上りリンク参照ＵＬ／ＤＬ設定が適用されてもよい。上り
リンク参照ＵＬ／ＤＬ設定が適用されたＦＤＤセルに対して、上りリンク参照ＵＬ／ＤＬ
設定１～６の何れかである場合、送信部２０７は、ＫＰＵＳＣＨの値を、例えば、図７に
記載のテーブルに基づいて特定する。また、上りリンク参照ＵＬ／ＤＬ設定０の場合、サ
ブフレーム２か７におけるＰＵＳＣＨ送信がＵＬインデックスの最下位ビットが“１”に
セットされたＤＣＩフォーマット０／４を伴うＰＤＣＣＨ／ＥＰＤＣＣＨを用いてスケジ
ュールされているとすれば、送信部２０７は、ＫＰＵＳＣＨの値を、７として特定し、そ
れ以外の上りリンクサブフレームでＰＵＳＣＨ送信を行なう場合には、ＫＰＵＳＣＨの値
を、図７に記載のテーブルに基づいて特定する。なお、上りリンク参照ＵＬ／ＤＬ設定が
適用されたＦＤＤセルに対して、ＵＬインデックスを伴うＤＣＩフォーマットを用いて、
ＰＵＳＣＨ送信がスケジュールされないならば、送信部２０７は、ＫＰＵＳＣＨの値を、
例えば、図７に記載のテーブルに基づいて特定する。
【０３７５】
　また、送信部２０７は、上りリンク参照ＵＬ／ＤＬ設定が適用されたＦＤＤセルに対す
るＤＣＩフォーマットにＵＬインデックス（またはＤＡＩ）がセットされていない場合に
は、ＫＰＵＳＣＨの値を所定の値（例えば、４）として特定する。
【０３７６】
　また、送信部２０７は、ＦＤＤセルに対して、上りリンク参照ＵＬ／ＤＬ設定が適用さ
れない場合、ある上りリンクサブフレームにおけるＰＵＳＣＨに対するＫＰＵＳＣＨの値
を、所定の値（例えば、４）として特定する。
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【０３７７】
　また、送信部２０７は、特定したＫＰＵＳＣＨの値に基づいてあるサブフレームにおけ
るＰＵＳＣＨ送信に対するＴＰＣコマンドが送信された下りリンクサブフレームを特定し
、その下りリンクサブフレームから検出したＴＰＣコマンドによって得られた値を用いて
、ＰＵＳＣＨ送信に対する送信電力をセットする。
【０３７８】
　また、送信部２０７は、サブフレームｉがＴＤＤまたは上りリンクＵＬ／ＤＬ設定が適
用されたＦＤＤにおいて、上りリンクサブフレームでなければ、ＴＰＣコマンドから得ら
れる値を０にする。言い換えると、サブフレームｉにおける電力制御調整値ｆｃ（ｉ）は
、サブフレームｉ－１における電力制御調整値ｆｃ（ｉ－１）と同じである。
【０３７９】
　また、送信部２０７は、サブフレームｉにＤＲＸが生じている場合には、ＴＰＣコマン
ドから得られる値を０にする。言い換えると、サブフレームｉにおける電力制御調整値ｆ

ｃ（ｉ）は、サブフレームｉ－１における電力制御調整値ｆｃ（ｉ－１）と同じである。
【０３８０】
　また、送信部２０７は、サブフレームｉに対するＴＰＣコマンドがデコードされなかっ
た場合、ＴＰＣコマンドから得られる値を０にする。言い換えると、サブフレームｉにお
ける電力制御調整値ｆｃ（ｉ）は、サブフレームｉ－１における電力制御調整値ｆｃ（ｉ
－１）と同じである。
【０３８１】
　送信部２０７は、受信部２０５において第１の設定に関する情報または第２の設定に関
する情報のうち、何れか一方を受信する場合には、第１の上りリンク電力制御に関するパ
ラメータに基づいて送信電力をセットし、受信部２０５において第１の設定に関する情報
および第２の設定に関する情報を受信する場合には、第２の上りリンク電力制御に関する
パラメータに基づいて送信電力をセットし、上りリンク信号を送信する。
【０３８２】
　符号化部２０７１は、上位層処理部２０１から入力された上りリンク制御情報、および
データ情報を、ターボ符号化、畳み込み符号化、ブロック符号化等の符号化を行なう。変
調部２０７３は、符号化部２０７１から入力された符号化ビットをＢＰＳＫ、ＱＰＳＫ、
１６ＱＡＭ、６４ＱＡＭ等の変調方式で変調する。
【０３８３】
　上りリンク参照信号生成部２０７９は、上りリンク参照信号の設定に関する情報に基づ
いて上りリンク参照信号を生成する。つまり、上りリンク参照信号生成部２０７９は、基
地局装置１を識別するためのセル識別子、上りリンク復調参照信号、第１の上りリンク参
照信号、第２の上りリンク参照信号を配置する帯域幅などを基に予め定められた規則で求
まる、基地局装置１が既知のＣＡＺＡＣ系列を生成する。また、上りリンク参照信号生成
部２０７９は、制御部２０３から入力された制御信号に基づいて、生成した上りリンク復
調参照信号、第１の上りリンク参照信号、第２の上りリンク参照信号のＣＡＺＡＣ系列に
サイクリックシフトを与える。
【０３８４】
　上りリンク参照信号生成部２０７９は、上りリンク復調参照信号および／またはサウン
ディング参照信号、上りリンク参照信号の基準系列を所定のパラメータに基づいて初期化
してもよい。所定のパラメータは各参照信号で同じパラメータであってもよい。また、所
定のパラメータは各参照信号に独立に設定されたパラメータであってもよい。つまり、上
りリンク参照信号生成部２０７９は、独立に設定されたパラメータがなければ、同じパラ
メータで各参照信号の基準系列を初期化することができる。
【０３８５】
　多重部２０７５は、制御部２０３から入力された制御信号に基づいて、ＰＵＳＣＨの変
調シンボルを並列に並び替えてから離散フーリエ変換（DFT: Discrete Fourier Transfor
m）し、ＰＵＣＣＨとＰＵＳＣＨの信号と生成したＵＬ　ＤＭＲＳおよびＳＲＳを多重す
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る。
【０３８６】
　無線送信部２０７７は、多重した信号を逆高速フーリエ変換して、ＳＣ－ＦＤＭＡ方式
の変調を行い、ＳＣ－ＦＤＭＡ変調されたＳＣ－ＦＤＭＡシンボルにガードインターバル
を付加し、ベースバンドのディジタル信号を生成し、ベースバンドのディジタル信号をア
ナログ信号に変換し、アナログ信号から中間周波数の同相成分および直交成分を生成し、
中間周波数帯域に対する余分な周波数成分を除去し、中間周波数の信号を高周波数（無線
周波数）の信号に変換（アップコンバート）し、余分な周波数成分を除去し、電力増幅し
、送受信アンテナ２１１に出力して送信する。
【０３８７】
　なお、本発明の実施形態において、受信処理とは、検出処理（Detection）を含んでも
よい。また、受信処理とは、復調処理（Demodulation）を含んでもよい。また、受信処理
とは、復号処理（Decode, Decoding）を含んでもよい。
【０３８８】
　端末装置２は、物理チャネルの種類に応じて送信する物理チャネル／物理信号の優先度
が設定または事前に定義されてもよい。
【０３８９】
　なお、本発明の実施形態では、端末装置２は、ＣＳＩ－ＲＳまたはＤＲＳ（Discovery 
Reference Signal）に基づく受信電力の測定結果を基地局装置１へ報告してもよい。端末
装置２は、その報告を周期的に行なってもよい。また、端末装置２は、その報告をある条
件を満たした場合に行なってもよい。
【０３９０】
　なお、本発明の実施形態では、端末装置２はＣＳＩ－ＲＳまたはＤＲＳに基づく受信電
力を測定する場合、その受信電力に基づいて上りリンク信号の送信電力制御を行なっても
よい。つまり、端末装置２は、下りリンクパスロスをその受信電力に基づいて決定しても
よい。
【０３９１】
　なお、本発明の実施形態では、端末装置２は、第１の上りリンク参照信号および／また
は第２の上りリンク参照信号の送信電力を含む種々の上りリンク信号の送信電力の合計が
端末装置２に設定される最大送信電力を超える場合、第１の上りリンク参照信号および／
または第２の上りリンク参照信号を送信しなくてもよい。
【０３９２】
　なお、本発明の実施形態では、基地局装置１または端末装置２は、ある条件を満たすと
、一方を上りリンク参照ＵＬ－ＤＬ設定として設定し、もう一方を下りリンク参照ＵＬ－
ＤＬ設定として設定してもよい。例えば、端末装置２は、第１の設定に関する情報と第２
の設定に関する情報の２つを受信してから上りリンク参照ＵＬ－ＤＬ設定と下りリンク参
照ＵＬ－ＤＬ設定に設定してもよい。なお、上りリンクに関連するＤＣＩフォーマット（
例えば、ＤＣＩフォーマット０／４）は、上りリンク参照ＵＬ－ＤＬ設定で設定されてい
る下りリンクサブフレームで送信されてもよい。
【０３９３】
　また、上りリンク参照ＵＬ－ＤＬ設定と下りリンク参照ＵＬ－ＤＬ設定は同じテーブル
を使用してそれぞれ設定されてもよい。ただし、同じテーブルに基づいて上りリンク参照
ＵＬ－ＤＬ設定と下りリンク参照ＵＬ－ＤＬ設定のインデックスが設定される場合、上り
リンク参照ＵＬ－ＤＬ設定と下りリンク参照ＵＬ－ＤＬ設定は異なるインデックスで設定
されることが好ましい。つまり、上りリンク参照ＵＬ－ＤＬ設定と下りリンク参照ＵＬ－
ＤＬ設定は、異なるサブフレームパターンが設定されることが好ましい。
【０３９４】
　１つのサービングセル（プライマリーセル、セカンダリーセル）に対して、複数のＴＤ
Ｄ　ＵＬ／ＤＬ設定（ＵＬ／ＤＬ設定、ＵＬ－ＤＬ設定）が示される場合には、条件に応
じて、何れか一方を上りリンク参照ＵＬ－ＤＬ設定として設定し、もう一方を下りリンク
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参照ＵＬ－ＤＬ設定として設定してもよい。なお、上りリンク参照ＵＬ－ＤＬ設定は、少
なくとも物理下りリンク制御チャネルが配置されるサブフレームと前記物理下りリンク制
御チャネルが対応する物理上りリンク共用チャネルが配置されるサブフレームとの対応を
決定するために用いられ、実際の信号の送信方向（つまり、上りリンクまたは下りリンク
）とは異なってもよい。下りリンク参照ＵＬ－ＤＬ設定は、少なくとも物理下りリンク共
用チャネルが配置されるサブフレームと前記物理下りリンク共用チャネルに対応するＨＡ
ＲＱ－ＡＣＫが送信されるサブフレームとの対応を決定するために用いられ、実際の信号
の送信方向（つまり、上りリンクまたは下りリンク）とは異なっても構わない。すなわち
、上りリンク参照ＵＬ－ＤＬ設定は、ＰＤＣＣＨ／ＥＰＤＣＣＨ／ＰＨＩＣＨが配置され
るサブフレームｎと前記ＰＤＣＣＨ／ＥＰＤＣＣＨ／ＰＨＩＣＨが対応するＰＵＳＣＨが
配置されるサブフレームｎ＋ｋとの対応を特定（選択、決定）するために用いられる。１
つのプライマリーセルが設定されている場合、または、１つのプライマリーセルおよび１
つのセカンダリーセルが設定され、プライマリーセルに対する上りリンク参照ＵＬ－ＤＬ
設定およびセカンダリーセルに対する上りリンク参照ＵＬ－ＤＬ設定が同じ場合は、２つ
のサービングセルのそれぞれにおいて、対応する上りリンク参照ＵＬ－ＤＬ設定が、ＰＤ
ＣＣＨ／ＥＰＤＣＣＨ／ＰＨＩＣＨが配置されるサブフレームと前記ＰＤＣＣＨ／ＥＰＤ
ＣＣＨ／ＰＨＩＣＨが対応するＰＵＳＣＨが配置されるサブフレームとの対応を決定する
ために用いられる。また、下りリンク参照ＵＬ－ＤＬ設定は、ＰＤＳＣＨが配置されるサ
ブフレームｎと前記ＰＤＳＣＨに対応するＨＡＲＱ－ＡＣＫが送信されるサブフレームｎ
＋ｋとの対応を特定（選択、決定）するために用いられる。１つのプライマリーセルが設
定されている場合、または、１つのプライマリーセルおよび１つのセカンダリーセルが設
定され、プライマリーセルに対する下りリンク参照ＵＬ－ＤＬ設定およびセカンダリーセ
ルに対する下りリンク参照ＵＬ－ＤＬ設定が同じ場合は、２つのサービングセルのそれぞ
れにおいて、対応する下りリンク参照ＵＬ－ＤＬ設定が、ＰＤＳＣＨが配置されるサブフ
レームｎと前記ＰＤＳＣＨに対応するＨＡＲＱ－ＡＣＫが送信されるサブフレームｎ＋ｋ
との対応を特定（選択、決定）するために用いられる。
【０３９５】
　また、端末装置２は、上りリンク送信参照用のＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ設定（第１のＴＤＤ
　ＵＬ／ＤＬ設定）と下りリンク送信参照用のＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ設定（第２のＴＤＤ　
ＵＬ／ＤＬ設定）が設定され、さらに、上りリンク送信電力制御に関する情報が設定され
ると、第１のＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ設定と第２のＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ設定で同じ種類のサブ
フレームが設定されている場合には、そのサブフレームの上りリンク電力制御は第１の上
りリンク電力制御に関するパラメータに基づいてセットされ、第１のＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ
設定と第２のＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ設定で異なる種類のサブフレームが設定されている場合
には、そのサブフレームの上りリンク電力は第２の上りリンク電力制御に関するパラメー
タに基づいてセットされる。第１のＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ設定を上りリンク参照ＵＬ／ＤＬ
設定、第２のＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ設定を下りリンク参照ＵＬ／ＤＬ設定と呼称してもよい
。
【０３９６】
　なお、フレキシブルサブフレームは、上りリンクサブフレームであり、下りリンクサブ
フレームであるサブフレームのことである。また、フレキシブルサブフレームは、下りリ
ンクサブフレームであり、スペシャルサブフレームであるサブフレームのことである。ま
た、フレキシブルサブフレームは、上りリンクサブフレームであり、スペシャルサブフレ
ームであるサブフレームのことである。つまり、フレキシブルサブフレームは、第１のサ
ブフレームであり、第２のサブフレームであるサブフレームのことである。例えば、また
、フレキシブルサブフレームとして設定されるサブフレームは、条件１の場合、第１のサ
ブフレーム（例えば、上りリンクサブフレーム）として処理され、条件２の場合、第２の
サブフレーム（例えば、下りリンクサブフレーム）として処理される。
【０３９７】
　なお、フレキシブルサブフレームは、第１の設定および第２の設定に基づいてセットさ
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れてもよい。例えば、あるサブフレームｉに対して第１の設定では上りリンクサブフレー
ム、第２の設定では下りリンクサブフレームとして設定された場合、サブフレームｉはフ
レキシブルサブフレームとなる。フレキシブルサブフレームは、フレキシブルサブフレー
ムのサブフレームパターンを指示する情報に基づいて設定されてもよい。
【０３９８】
　また、複数のサブフレームセットは、２つのＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ設定ではなく、１つの
ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ設定とフレキシブルサブフレームパターン（下りリンク候補サブフレ
ームパターンまたは上りリンク候補サブフレームパターン、追加サブフレーム）に基づい
て設定されてもよい。端末装置２は、フレキシブルサブフレームパターンで示されるサブ
フレームインデックスにおいては、ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ設定で上りリンクサブフレームと
示されていてもそのサブフレームで上りリンク信号を送信することがなければ、下りリン
ク信号を受信することができるし、ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ設定で下りリンクサブフレームと
示されていても事前にそのサブフレームで上りリンク信号を送信することを指示されてい
れば、上りリンク信号を送信することができる。特定のサブフレームに対して上りリンク
／下りリンク候補のサブフレームとして指示されてもよい。
【０３９９】
　端末装置２は、ある条件を満たすと、何れか一方を上りリンクのためのサブフレームセ
ットと認識し、もう一方を下りリンクのためのサブフレームセットと認識してもよい。こ
こで、上りリンクのためのサブフレームセットとは、ＰＵＳＣＨおよびＰＨＩＣＨの送信
のために設定されるサブフレームのセットであり、下りリンクサブフレームセットとは、
ＰＤＳＣＨおよびＨＡＲＱの送信のために設定されるサブフレームのセットである。ＰＵ
ＳＣＨとＰＨＩＣＨのサブフレームの関連を示す情報とＰＤＳＣＨとＨＡＲＱのサブフレ
ームの関連を示す情報が端末装置２に事前に設定されてもよい。
【０４００】
　なお、本発明の実施形態において、１つのサービングセル（プライマリーセル、セカン
ダリーセル、キャリア周波数、送信周波数、コンポーネントキャリア）に対して複数のサ
ブフレームセットが設定されてもよい。複数のサブフレームセットが設定されるセルと複
数のサブフレームセットが設定されないセルがあってもよい。
【０４０１】
　なお、本発明の実施形態において、１つのサービングセルに対して、２つ以上のサブフ
レームセットが独立に構成される場合、それぞれのサブフレームセットに対して、端末装
置２毎に設定される最大送信電力（ＰＣＭＡＸ、ＰＣＭＡＸ，ｃ）が設定されてもよい。
つまり、端末装置２は、独立した最大送信電力を複数設定してもよい。つまり、１つのサ
ービングセルに対して、複数の最大送信電力（ＰＣＭＡＸ、ＰＣＭＡＸ，ｃ）がセットさ
れてもよい。また、１つのサービングセルに対して、複数の最大許容出力電力（ＰＥＭＡ

Ｘ，ｃ）が設定されてもよい。
【０４０２】
　また、種々の上りリンク信号のリソース割り当てが同じ場合、基地局装置１は、各上り
リンク信号の信号系列の違いによって、種々の上りリンク信号を検出することができる。
つまり、基地局装置１は、受信した上りリンク信号の信号系列の違いによって、各上りリ
ンク信号を識別することができる。また、基地局装置１は、受信した上りリンク信号の信
号系列の違いによって、自局宛ての送信か否かを判定することができる。
【０４０３】
　さらに、端末装置２は、基地局装置１からＣＳＩ－ＲＳまたはＤＲＳによる受信電力測
定が指示された場合、その測定結果に基づいて下りリンクパスロスを算出し、上りリンク
送信電力制御に用いてもよい。
【０４０４】
　ここで、受信電力測定は、参照信号受信電力（RSRP: Reference Signal Received Powe
r）測定や受信信号電力測定と呼称する場合もある。また、受信品質測定は、参照信号受
信品質（RSRQ: Reference Signal Received Quality）測定や受信信号品質測定と呼称す
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る場合もある。
【０４０５】
　また、ＣＳＩ－ＲＳまたはＤＲＳのリソース割り当て（Resource allocation, mapping
 to resource elements, mapping to physical resources）は、周波数シフトされてもよ
い。ＣＳＩ－ＲＳまたはＤＲＳの周波数シフトは、物理セルＩＤに基づいて決定されても
よい。また、ＣＳＩ－ＲＳまたはＤＲＳの周波数シフトは、仮想セルＩＤに基づいて決定
されてもよい。
【０４０６】
　例えば、端末装置２は、基地局装置１から情報が通知されなければ、第１の下りリンク
参照信号の受信電力測定を行なう。基地局装置１から端末装置２に対して、第２の下りリ
ンク参照信号の受信電力測定を行なうか否かを指示する情報が通知される。端末装置２は
、その指示情報が第２の下りリンク参照信号の受信電力測定を行なうことができると指示
している場合、第２の下りリンク参照信号の受信電力測定を行なう。この時、端末装置２
は、パラレルに第１の下りリンク参照信号の受信電力測定を行なってもよい。端末装置２
は、その指示情報が第２の下りリンク参照信号の受信電力測定を行なうことができないと
指示している場合、端末装置２は、第１の下りリンク参照信号のみの受信電力測定を行な
う。さらに、この指示情報には、第２の下りリンク参照信号の受信品質測定を行なうか否
かを指示する情報が含まれてもよい。また、第３の下りリンク参照信号は、この指示情報
によらず、受信電力測定を行なってもよい。
【０４０７】
　１つのサービングセルに対して、２つのサブフレームセットが設定される場合、第２の
サブフレームセットがフレキシブルサブフレームのサブフレームパターンであるとすると
、フレキシブルサブフレームに対するＴＰＣコマンドフィールドを含むＤＣＩフォーマッ
トを受信可能なサブフレームのパターンを指示する情報が基地局装置１から端末装置２へ
送信されてもよい。
【０４０８】
　第１のサブフレームセットに属する上りリンクサブフレームに対して適用可能なＴＰＣ
コマンドが送信されるサブフレームのパターンと第２のサブフレームセットに属する上り
リンクサブフレームに対して適用可能なＴＰＣコマンドが送信されるサブフレームのパタ
ーンがそれぞれ設定されてもよい。上りリンクサブフレームとその上りリンクサブフレー
ムに対するＴＰＣコマンドを含むＤＣＩフォーマットが送信される下りリンクサブフレー
ムの対応付け（紐付け）がテーブル管理されてもよい。
【０４０９】
　また、ＲＳＲＰ測定結果をサブフレームセットで独立であってもよい。固定サブフレー
ムの下りリンクサブフレームで受信したＣＲＳによるＲＳＲＰとフレキシブルサブフレー
ムで受信したＣＲＳによるＲＳＲＰの測定は独立に行なってもよい。
【０４１０】
　なお、本発明の実施形態では、１つのセル（サービングセル、プライマリーセル、セカ
ンダリーセル）において、複数のサブフレームセットが設定される場合、それらのサブフ
レームセットは、ビットマップ（ビット列）で示されてもよい。例えば、固定サブフレー
ムで構成されるサブフレームセットをビット列で示されてもよい。また、フレキシブルサ
ブフレームで構成されるサブフレームセットをビット列で示されてもよい。また、それら
のサブフレームセットは、ＦＤＤとＴＤＤで独立に設定されてもよい。例えば、ＦＤＤで
は、４０ビットのビット列、ＴＤＤでは、サブフレーム設定（ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ設定）
１～５では、２０ビットのビット列、サブフレーム設定０では、７０ビットのビット列、
サブフレーム設定６では、６０ビットのビット列で示されてもよい。これらのビット列の
最初のビットまたは左端のビットが、システムフレーム番号（SFN: System Frame Number
）ｍｏｄ　ｘ＝０を満たす無線フレームのサブフレーム＃０に対応する。ビット列のうち
、“１”がセットされたサブフレームが使われる。例えば、１０ビットのビット列で“１
０１１００００１１（左端がサブフレーム＃０を示す場合）”または“１１００００１１
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０１（右端がサブフレーム＃０を示す場合）”で示される場合、サブフレーム＃０、＃２
、＃３、＃８、＃９が使われる。
【０４１１】
　なお、本発明の実施形態では、１つのセル（サービングセル、プライマリーセル、セカ
ンダリーセル）において、複数のサブフレームセットが設定される場合、上りリンクサブ
フレームセットは、上りリンク参照ＵＬ／ＤＬ設定に基づいて設定され、下りリンクサブ
フレームセットは、下りリンク参照ＵＬ／ＤＬ設定に基づいて設定されてもよい。
【０４１２】
　本発明の実施形態では、プライマリーセルに対して、ＲＳＲＰ／ＲＳＲＱ／無線リンク
モニタリングなどのプライマリーセル測定に対するサブフレームパターン（measSubframe
PatternPCell）と、ＣＳＩを測定するためのサブフレームパターン（csi-measSubframeSe
t1, csi-measSubframeSet2）と、ＥＰＤＣＣＨをモニタリングするためのサブフレームパ
ターン（epdcch-SubframePattern）が設定される。
【０４１３】
　本発明の実施形態では、セカンダリーセルに対して、ＥＰＤＣＣＨをモニタリングする
ためのサブフレームパターン（epdcch-SubframePattern）が設定される。
【０４１４】
　本発明の実施形態では、隣接セルに対して、キャリア周波数におけるＲＳＲＰとＲＳＲ
Ｑを測定するためのサブフレームパターン（measSubframePatternNeigh）が設定される。
【０４１５】
　本発明の実施形態では、ＣＳＩを測定するためのサブフレームパターン（csi-measSubf
rameSet1, csi-measSubframeSet2）は、プライマリーセルとセカンダリーセルで共通であ
ってもよい。
【０４１６】
　本発明の実施形態では、サブフレームパターンは、ＦＤＤとＴＤＤで独立に設定されて
もよい。例えば、ＦＤＤでは、４０ビットのビット列、ＴＤＤでは、サブフレーム設定（
ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ設定）１～５では、２０ビットのビット列、サブフレーム設定０では
、７０ビットのビット列、サブフレーム設定６では、６０ビットのビット列で示されても
よい。これらのビット列の最初のビットまたは左端のビットが、システムフレーム番号（
SFN: System Frame Number）ｍｏｄ　ｘ＝０を満たす無線フレームのサブフレーム＃０に
対応する。ビット列のうち、“１”がセットされたサブフレームが使われる。例えば、１
０ビットのビット列で“１０１１００００１１（左端がサブフレーム＃０を示す場合）”
または“１１００００１１０１（右端がサブフレーム＃０を示す場合）”で示される場合
、サブフレーム＃０、＃２、＃３、＃８、＃９が使われる。
【０４１７】
　本発明の実施形態において、ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ設定は、基地局装置１から端末装置２
へ送信（通知、伝送）される。また、ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ設定は、ＳＩＢ１で通知されて
もよい。また、ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ設定は、ＳＩＢ１とは異なるＳＩＢで通知されてもよ
い。また、ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ設定は、上位層シグナリング（ＲＲＣシグナリング、ＲＲ
Ｃメッセージ）で通知されてもよい。複数のＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ設定を用いて通信を行な
う端末装置２に対して、基地局装置１は、ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ設定をＬ１シグナリングま
たはＬ２シグナリングで通知してもよい。また、複数のＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ設定を用いて
通信を行なう端末装置２に対して、基地局装置１は、ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ設定をＤＣＩフ
ォーマット、ＰＤＣＣＨ／ＥＰＤＣＣＨまたはＭＡＣ　ＣＥで通知してもよい。
【０４１８】
　本発明の実施形態において、仮想ＵＬ／ＤＬ設定は、基地局装置１から端末装置２へ送
信（通知、伝送）される。また、仮想ＵＬ／ＤＬ設定は、ＳＩＢ１で通知されてもよい。
また、仮想ＵＬ／ＤＬ設定は、ＳＩＢ１とは異なるＳＩＢで通知されてもよい。また、仮
想ＵＬ／ＤＬ設定は、上位層シグナリング（ＲＲＣシグナリング、ＲＲＣメッセージ）で
通知されてもよい。複数の仮想ＵＬ／ＤＬ設定を用いて通信を行なう端末装置２に対して
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、基地局装置１は、仮想ＵＬ／ＤＬ設定をＬ１シグナリング（ＤＣＩフォーマット、ＰＤ
ＣＣＨ／ＥＰＤＣＣＨ）またはＬ２シグナリング（ＭＡＣ　ＣＥ）で通知してもよい。ま
た、複数の仮想ＵＬ／ＤＬ設定を用いて通信を行なう端末装置２に対して、基地局装置１
は、仮想ＵＬ／ＤＬ設定をＤＣＩフォーマット、ＰＤＣＣＨ／ＥＰＤＣＣＨまたはＭＡＣ
　ＣＥで通知してもよい。
【０４１９】
　本発明の実施形態において、１つのセルにおいて、複数のＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ設定がセ
ットされる場合、１つは、上りリンク参照として用いられ、１つは、下りリンク参照とし
て用いられる。上りリンク参照として設定されるＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ設定は、ＰＵＳＣＨ
の送信タイミング、ＰＵＳＣＨに対するＰＨＩＣＨの受信タイミング、上りリンクグラン
トの受信タイミングなど、上りリンク送信／受信に関する処理を行なうために用いられる
。また、下りリンク参照として設定されるＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ設定は、ＰＤＣＣＨ／ＥＰ
ＤＣＣＨ／ＰＤＳＣＨの受信タイミング（モニタリング）、下りリンクグラントの受信タ
イミング、ＨＡＲＱ－ＡＣＫを伴うＰＵＣＣＨの送信タイミングなど、下りリンク送信／
受信に関する処理を行なうために用いられる。
【０４２０】
　本発明の実施形態において、プライマリーセルに対して複数のＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ設定
（ＵＬ／ＤＬ設定）がセットされる場合、プライマリーセルにおける各サブフレームパタ
ーンは、ＳＩＢ１で通知されるＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ設定に基づいて決定されてもよい。ま
た、プライマリーセルにおける各サブフレームパターンは、上位層シグナリング（ＲＲＣ
シグナリング、ＲＲＣメッセージ）で通知されるＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ設定に基づいて決定
されてもよい。また、プライマリーセルにおける各サブフレームパターンは、Ｌ１シグナ
リング（下りリンクグラント、上りリンクグラント、ＰＤＣＣＨ／ＥＰＤＣＣＨ、ＤＣＩ
フォーマット）で通知されたＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ設定に基づいて決定されてもよい。また
、プライマリーセルにおける各サブフレームパターンは、Ｌ２シグナリング（ＭＡＣ　Ｃ
Ｅ）で通知されたＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ設定に基づいて決定されてもよい。また、プライマ
リーセルにおける各サブフレームパターンは、上りリンク参照として用いられるＴＤＤ　
ＵＬ／ＤＬ設定（上りリンク参照ＵＬ／ＤＬ設定）に基づいて決定されてもよい。また、
プライマリーセルにおける各サブフレームパターンは、下りリンク参照として用いられる
ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ設定（下りリンク参照ＵＬ／ＤＬ設定）に基づいて決定されてもよい
。また、プライマリーセルにおける各サブフレームパターンは、共通のＴＤＤ　ＵＬ／Ｄ
Ｌ設定に基づいて決定されてもよい。また、プライマリーセルにおける各サブフレームパ
ターンは、独立に決定されてもよい。例えば、プライマリーセル測定に対するサブフレー
ムパターンは、ＳＩＢ１で通知されるＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ設定に基づき、ＥＰＤＣＣＨを
モニタリングするためのサブフレームパターンは、上位層シグナリング（ＲＲＣシグナリ
ング、ＲＲＣメッセージ）で通知されるＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ設定に基づいて決定されても
よい。プライマリーセル測定に対するサブフレームパターンは、ＳＩＢ１で通知されるＴ
ＤＤ　ＵＬ／ＤＬ設定に基づき、ＣＳＩを測定するためのサブフレームパターンは、Ｌ１
シグナリングに基づいて決定されてもよい。具体的には、プライマリーセル測定に対する
サブフレームパターンは、サブフレーム設定（ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ設定）０に対応するビ
ット列に基づき、ＥＰＤＣＣＨをモニタリングするためのサブフレームパターンは、サブ
フレーム設定（ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ設定）３に基づき、ＣＳＩを測定するためのサブフレ
ームパターンは、サブフレーム設定（ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ設定）６に基づいてもよい。な
お、サブフレーム設定（ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ設定）の値は一例であって、異なる値であっ
てもよい。
【０４２１】
　本発明の実施形態において、セカンダリーセルに対して複数のＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ設定
（ＵＬ／ＤＬ設定）がセットされる場合、セカンダリーセルにおけるサブフレームパター
ンは、セカンダリーセルに対するシステムインフォメーションで通知されるＴＤＤ　ＵＬ
／ＤＬ設定に基づいて決定されてもよい。また、セカンダリーセルにおけるサブフレーム
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パターンは、上位層シグナリング（ＲＲＣシグナリング、ＲＲＣメッセージ）で通知され
るＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ設定に基づいて決定されてもよい。また、セカンダリーセルにおけ
るサブフレームパターンは、Ｌ１シグナリング（下りリンクグラント、上りリンクグラン
ト、ＰＤＣＣＨ／ＥＰＤＣＣＨ、ＤＣＩフォーマット）で通知されたＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ
設定に基づいて決定されてもよい。また、セカンダリーセルにおけるサブフレームパター
ンは、Ｌ２シグナリング（ＭＡＣ　ＣＥ）で通知されたＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ設定に基づい
て決定されてもよい。また、セカンダリーセルにおけるサブフレームパターンは、上りリ
ンク参照として設定されたＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ設定（上りリンク参照ＵＬ／ＤＬ設定）に
基づいて決定されてもよい。また、セカンダリーセルにおけるサブフレームパターンは、
下りリンク参照として設定されたＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ設定（下りリンク参照ＵＬ／ＤＬ設
定）に基づいて決定されてもよい。なお、ＣＳＩを測定するためのサブフレームパターン
がプライマリーセルと独立に設定される場合、セカンダリーセルにおけるＣＳＩを測定す
るためのサブフレームパターンは、プライマリーセルと独立に決定されてもよい。
【０４２２】
　本発明の実施形態において、プライマリーセルとセカンダリーセルに対して、それぞれ
複数のＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ設定（ＵＬ／ＤＬ設定）がセットされる場合、プライマリーセ
ルとセカンダリーセルそれぞれにおける各サブフレームパターンは、共通のＴＤＤ　ＵＬ
／ＤＬ設定に基づいて決定されてもよい。例えば、ＳＩＢ１で通知されたＴＤＤ　ＵＬ／
ＤＬ設定であってもよいし、上位層シグナリングで通知されたＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ設定で
あってもよいし、Ｌ１／Ｌ２シグナリングで通知されたＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ設定であって
もよいし、上りリンク参照として設定されたＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ設定（上りリンク参照Ｕ
Ｌ／ＤＬ設定）であってもよいし、下りリンク参照として設定されたＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ
設定（下りリンク参照ＵＬ／ＤＬ設定）であってもよい。また、プライマリーセルとセカ
ンダリーセルそれぞれにおける各サブフレームパターンは、独立に決定されてもよい。例
えば、プライマリーセルにおけるサブフレームパターンは、ＳＩＢ１で通知されたＴＤＤ
　ＵＬ／ＤＬ設定に基づき、セカンダリーセルにおけるサブフレームパターンは、Ｌ１／
Ｌ２シグナリングで通知されたＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ設定に基づいて決定されてもよい。ま
た、プライマリーセルにおけるサブフレームパターンは、上りリンク参照として設定され
たＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ設定に基づき、セカンダリーセルにおけるサブフレームパターンは
、下りリンク参照として設定されたＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ設定に基づいてもよい。
【０４２３】
　本発明の実施形態において、プライマリーセルとセカンダリーセルに対して、それぞれ
複数のＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ設定（ＵＬ／ＤＬ設定）がセットされる場合、プライマリーセ
ルの上りリンク参照ＵＬ／ＤＬ設定は、ＳＩＢ１（またはＳＩＢ１以外のシステムインフ
ォメーション）で通知されてもよい。また、プライマリーセルの上りリンク参照ＵＬ／Ｄ
Ｌ設定は、上位層シグナリング（ＲＲＣシグナリング、ＲＲＣメッセージ）で通知されて
もよい。また、プライマリーセルの上りリンク参照ＵＬ／ＤＬ設定は、端末装置間で共通
／専用の上位層シグナリング（ＲＲＣシグナリング、ＲＲＣメッセージ）で通知されても
よい。プライマリーセルの上りリンク参照ＵＬ／ＤＬ設定は、Ｌ１／Ｌ２シグナリングで
通知されてもよい。プライマリーセルの下りリンク参照ＵＬ／ＤＬ設定は、プライマリー
セルの上りリンク参照ＵＬ／ＤＬ設定で示した同様の方法で通知されてもよい。また、プ
ライマリーセルの上りリンク参照ＵＬ／ＤＬ設定と下りリンク参照ＵＬ／ＤＬ設定は独立
なパラメータとして設定されてもよい。
【０４２４】
　本発明の実施形態において、プライマリーセルとセカンダリーセルに対して、それぞれ
複数のＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ設定（ＵＬ／ＤＬ設定）がセットされる場合、セカンダリーセ
ルの上りリンク参照ＵＬ／ＤＬ設定は、システムインフォメーションに相当する上位層シ
グナリング（ＲＲＣシグナリング、ＲＲＣメッセージ）で通知されてもよい。また、セカ
ンダリーセルの上りリンク参照ＵＬ／ＤＬ設定は、システムインフォメーションに相当し
ない、端末装置間で共通／専用の上位層シグナリング（ＲＲＣシグナリング、ＲＲＣメッ
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セージ）で通知されてもよい。セカンダリーセルの上りリンク参照ＵＬ／ＤＬ設定は、Ｌ
１／Ｌ２シグナリングで通知されてもよい。セカンダリーセルの下りリンク参照ＵＬ／Ｄ
Ｌ設定は、セカンダリーセルの上りリンク参照ＵＬ／ＤＬ設定で示した同様の方法で通知
されてもよい。また、セカンダリーセルの上りリンク参照ＵＬ／ＤＬ設定と下りリンク参
照ＵＬ／ＤＬ設定は独立なパラメータとして設定されてもよい。
【０４２５】
　本発明の実施形態において、サービングセルに対する下りリンク参照ＵＬ／ＤＬ設定（
ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ設定）は、プライマリーセルのＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ設定およびセカン
ダリーセルのＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ設定に基づいて決定される。
【０４２６】
　本発明の実施形態において、プライマリーセルとセカンダリーセルに対して、それぞれ
複数のＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ設定（ＵＬ／ＤＬ設定）がセットされる場合、サービングセル
に対する下りリンク参照ＵＬ／ＤＬ設定は、プライマリーセルをＳＩＢ１で通知されたＴ
ＤＤ　ＵＬ／ＤＬ設定とし、セカンダリーセルを上位層シグナリングで通知されたＴＤＤ
　ＵＬ／ＤＬ設定として、決定されてもよい。サービングセルに対する下りリンク参照Ｕ
Ｌ／ＤＬ設定は、プライマリーセルのＵＬ／ＤＬ設定をＳＩＢ１で通知されたＴＤＤ　Ｕ
Ｌ／ＤＬ設定とし、セカンダリーセルのＵＬ／ＤＬ設定をＬ１シグナリングで通知された
ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ設定として、決定されてもよい。また、サービングセルに対する下り
リンク参照ＵＬ／ＤＬ設定は、プライマリーセルのＵＬ／ＤＬ設定を下りリンク参照ＵＬ
／ＤＬ設定とし、セカンダリーセルのＵＬ／ＤＬ設定を下りリンク参照ＵＬ／ＤＬ設定と
して、決定されてもよい。また、サービングセルに対する下りリンク参照ＵＬ／ＤＬ設定
は、プライマリーセルのＵＬ／ＤＬ設定を下りリンク参照ＵＬ／ＤＬ設定とし、セカンダ
リーセルのＵＬ／ＤＬ設定を上りリンク参照ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ設定として、決定されて
もよい。また、サービングセルに対する下りリンク参照ＵＬ／ＤＬ設定は、プライマリー
セルのＵＬ／ＤＬ設定を上りリンク参照ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ設定とし、セカンダリーセル
のＵＬ／ＤＬ設定を下りリンク参照ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ設定として、決定されてもよい。
プライマリーセルおよびセカンダリーセルのＵＬ／ＤＬ設定は一例であって、他の条件に
よって、通知されたＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ設定であってもよい。
【０４２７】
　本発明の実施形態において、サービングセルに対する上りリンク参照ＵＬ／ＤＬ設定（
ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ設定）は、あるサービングセルのＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ設定および他の
サービングセルのＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ設定に基づいて決定される。
【０４２８】
　本発明の実施形態において、複数のサービングセルに対して、それぞれ複数のＴＤＤ　
ＵＬ／ＤＬ設定（ＵＬ／ＤＬ設定）がセットされる場合、サービングセルに対する上りリ
ンク参照ＵＬ／ＤＬ設定は、あるサービングセルをＳＩＢ１で通知されたＴＤＤ　ＵＬ／
ＤＬ設定とし、他のサービングセルを上位層シグナリングで通知されたＴＤＤ　ＵＬ／Ｄ
Ｌ設定として、決定されてもよい。また、サービングセルに対する上りリンク参照ＵＬ／
ＤＬ設定は、あるサービングセルのＵＬ／ＤＬ設定をＳＩＢ１で通知されたＴＤＤ　ＵＬ
／ＤＬ設定とし、他のサービングセルのＵＬ／ＤＬ設定をＬ１シグナリングで通知された
ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ設定として、決定されてもよい。また、サービングセルに対する上り
リンク参照ＵＬ／ＤＬ設定は、あるサービングセルのＵＬ／ＤＬ設定を上りリンク参照Ｕ
Ｌ／ＤＬ設定とし、他のサービングセルのＵＬ／ＤＬ設定を上りリンク参照ＵＬ／ＤＬ設
定として、決定されてもよい。また、サービングセルに対する上りリンク参照ＵＬ／ＤＬ
設定は、あるサービングセルのＵＬ／ＤＬ設定を上りリンク参照ＵＬ／ＤＬ設定とし、他
のサービングセルのＵＬ／ＤＬ設定を下りリンク参照ＵＬ／ＤＬ設定として、決定されて
もよい。また、複数のサービングセルにおけるＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ設定は一例であって、
他の条件で設定されたＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ設定であってもよい。
【０４２９】
　本発明の実施形態において、複数のサービングセル（プライマリーセルおよびセカンダ
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リーセル）に対して、それぞれ複数のＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ設定（ＵＬ／ＤＬ設定）がセッ
トされ、クロスキャリアスケジューリングが行なわれる場合、プライマリーセルにおける
下りリンク送信／受信処理は、サービングセルに対するＵＬ／ＤＬ設定に基づいて行なわ
れる。また、プライマリーセルにおける上りリンク送信／受信処理は、サービングセルに
対する上りリンク参照ＵＬ／ＤＬ設定に基づいて行なわれる。この場合、プライマリーセ
ルにおいて、セカンダリーセルに対する下りリンクグラントを検出するとすれば、セカン
ダリーセルの下りリンク受信（ＰＤＳＣＨ受信）は、サービングセルに対する下りリンク
参照ＵＬ／ＤＬ設定に基づいて行なわれる。また、セカンダリーセルの下りリンク受信に
対するＨＡＲＱ－ＡＣＫは、プライマリーセルのＰＵＣＣＨで送信される。その際、ＰＵ
ＣＣＨの送信は、サービングセルに対する下りリンク参照ＵＬ／ＤＬ設定に基づいて行な
われる。また、この場合、プライマリーセルにおいて、セカンダリーセルに対する上りリ
ンクグラントを検出するとすれば、セカンダリーセルの上りリンク送信（例えば、ＰＵＳ
ＣＨ送信）は、サービングセルに対する上りリンク参照ＵＬ／ＤＬ設定に基づいて行なっ
てもよい。セカンダリーセルの上りリンク送信に対するＰＨＩＣＨは、プライマリーセル
で送信される。その際、ＰＨＩＣＨの送信は、サービングセルに対する上りリンク参照Ｕ
Ｌ／ＤＬ設定に基づいて行なわれる。すなわち、この場合、端末装置２および基地局装置
１は、上りリンク／下りリンクの送信／受信を上りリンク参照ＵＬ／ＤＬ設定および下り
リンク参照ＵＬ／ＤＬ設定に基づいて行なう。また、この場合、サブフレームｎでサービ
ングセルｃからスケジュールされた（サービングセルｃまたはサービングセルｃとは異な
るセルに対する）ＰＵＳＣＨ送信に対し、端末装置２は、サブフレームｎ＋ｋＰＨIＣＨ

でサービングセルｃのＰＨＩＣＨリソースで決定される。ｋＰＨIＣＨは、サービングセ
ルに対する上りリンク参照ＵＬ／ＤＬ設定に基づいて決定される。この場合、基地局装置
１は、サブフレームｎでサービングセルｃからスケジュールされた（サービングセルｃま
たはサービングセルｃとは異なるセルに対する）ＰＵＳＣＨを受信すれば、サブフレーム
ｎ＋ｋＰＨIＣＨでサービングセルｃのＰＨＩＣＨリソースを用いて、ＰＵＳＣＨに対す
るＨＡＲＱ－ＡＣＫを送信する。
【０４３０】
　本発明の実施形態において、隣接セルに対して複数のＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ設定（ＵＬ／
ＤＬ設定）がセットされる場合、隣接セルにおけるサブフレームパターンは、隣接セルに
対するシステムインフォメーションで通知されるＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ設定に基づいて決定
されてもよい。また、隣接セルにおけるサブフレームパターンは、上位層シグナリング（
ＲＲＣシグナリング、ＲＲＣメッセージ）で通知されるＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ設定に基づい
て決定されてもよい。また、隣接セルにおけるサブフレームパターンは、端末装置間で共
通／専用の上位層シグナリング（ＲＲＣシグナリング、ＲＲＣメッセージ）で通知される
ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ設定に基づいて決定されてもよい。また、隣接セルにおけるサブフレ
ームパターンは、Ｌ１シグナリング（下りリンクグラント、上りリンクグラント、ＰＤＣ
ＣＨ／ＥＰＤＣＣＨ、ＤＣＩフォーマット）で通知されたＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ設定に基づ
いて決定されてもよい。また、隣接セルにおけるサブフレームパターンは、Ｌ２シグナリ
ング（ＭＡＣ　ＣＥ）で通知されたＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ設定に基づいて決定されてもよい
。また、隣接セルにおけるサブフレームパターンは、上りリンク参照として設定されたＴ
ＤＤ　ＵＬ／ＤＬ設定（上りリンク参照ＵＬ／ＤＬ設定）に基づいて決定されてもよい。
また、隣接セルにおけるサブフレームパターンは、下りリンク参照として設定されたＴＤ
Ｄ　ＵＬ／ＤＬ設定（下りリンク参照ＵＬ／ＤＬ設定）に基づいて決定されてもよい。
【０４３１】
　なお、本発明の実施形態では、種々の上りリンク信号や下りリンク信号のマッピング単
位としてリソースエレメントやリソースブロックを用い、時間方向の送信単位としてシン
ボル、サブフレームや無線フレームを用いて説明したが、これに限るものではない。任意
の周波数と時間で構成される領域および時間単位をこれらに代えて用いても、同様の効果
を得ることができる。なお、本発明の実施形態では、プリコーディング処理されたＲＳを
用いて復調する場合について説明し、プリコーディング処理されたＲＳに対応するポート
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（アンテナポート）として、ＭＩＭＯのレイヤーと等価であるポートを用いて説明したが
、これに限るものではない。この他にも、互いに異なる参照信号に対応するポートに対し
て、本発明を適用することにより、同様の効果を得ることができる。例えば、Ｐｒｅｃｏ
ｄｅｄ　ＲＳではなくＵｎｐｒｅｃｏｄｅｄ（Ｎｏｎｐｒｅｃｏｄｅｄ）　ＲＳを用い、
ポートとしては、プリコーディング処理後の出力端と等価であるポートあるいは物理アン
テナ（あるいは物理アンテナの組み合わせ）と等価であるポートを用いることができる。
【０４３２】
　なお、本発明の実施形態において、ある下りリンクサブフレームでＤＣＩフォーマット
３／３Ａのみを受信した場合、ＤＣＩフォーマット３／３Ａに含まれているＴＰＣコマン
ドフィールドにセットされている値に対応する補正値（または絶対値）は、下りリンクサ
ブフレームがどのサブフレームセットに属しているかに因らず、特定のサブフレームセッ
トで送信されるＰＵＳＣＨの送信電力に対する電力制御調整値に対して適用される。ある
下りリンクサブフレームでＤＣＩフォーマット３／３Ａのみを受信した場合、ＤＣＩフォ
ーマット３／３Ａに含まれているＴＰＣコマンドのアキュムレーションは、特定のサブフ
レームセットで送信されるＰＵＳＣＨに対する送信電力に用いられる電力制御調整値に対
して適用されてもよい。なお、特定のサブフレームセットは、固定サブフレームのセット
であってもよいし、フレキシブルサブフレームのセットでもよいし、任意のサブフレーム
のセットでもよい。
【０４３３】
　なお、本発明の実施形態では、上りリンク電力制御に関するパラメータとは、上りリン
ク物理チャネル／物理信号（ＰＵＳＣＨ、ＰＵＣＣＨ、ＰＲＡＣＨ、ＳＲＳ、ＤＭＲＳな
ど）の送信電力制御に用いられるパラメータのことであり、送信電力制御に用いられるパ
ラメータには、種々の上りリンク物理チャネルの送信電力の設定に用いられる種々のパラ
メータの切り替えまたは（再）設定に関する情報を含んでいる。また、下りリンク送信電
力制御に関するパラメータとは、下りリンク物理チャネル／物理信号（ＣＲＳ，ＵＥＲＳ
（ＤＬ　ＤＭＲＳ），ＣＳＩ－ＲＳ，ＰＤＳＣＨ，ＰＤＣＣＨ／ＥＰＤＣＣＨ，ＰＢＣＨ
，ＰＳＳ／ＳＳＳ，ＰＭＣＨ，ＰＲＳなど）の送信電力制御に用いられるパラメータのこ
とであり、送信電力制御に用いられるパラメータには、種々の下りリンク物理チャネルの
送信電力の設定に使用する種々のパラメータの切り替えまたは（再）設定に関する情報を
含んでいる。
【０４３４】
　なお、本発明の実施形態では、基地局装置１は、１つの端末装置２に対して複数の仮想
セルＩＤを設定できるようにしてもよい。例えば、基地局装置１および少なくとも１つの
基地局装置１を含むネットワークは、物理チャネル／物理信号毎に独立に仮想セルＩＤを
設定できるようにしてもよい。また、１つの物理チャネル／物理信号に対して複数の仮想
セルＩＤを設定できるようにしてもよい。つまり、各物理チャネル／物理信号の設定毎に
仮想セルＩＤがセットできるようにしてもよい。また、複数の物理チャネル／物理信号で
仮想セルＩＤは共有されてもよい。
【０４３５】
　なお、本発明の実施形態の説明では、例えば、電力をセットすることは電力の値をセッ
トすることを含み、電力をセットすることは電力に関するパラメータに値をセットするこ
とを含み、電力を計算することは電力の値を計算することを含み、電力を測定することは
電力の値を測定することを含み、電力を報告することは電力の値を報告することを含む。
このように、電力という表現は、適宜電力の値という意味も含まれる。
【０４３６】
　なお、本発明の実施形態の説明では、送信を行なわないとは、送信処理を行なわないこ
とを含む。また、送信を行なわないとは、送信のための信号生成を行なわないことを含む
。また、送信を行なわないとは、信号（または情報）までは生成し、信号（または情報）
を送信しないことを含む。また、受信を行なわないとは、受信処理を行なわないことを含
む。また、受信を行なわないとは、検出処理を行なわないことを含む。また、受信を行な
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わないとは、復号・復調処理を行なわないことを含む。
【０４３７】
　なお、本発明の実施形態の説明では、例えば、パスロスを計算することはパスロスの値
を計算することを含む。このように、パスロスという表現には、適宜パスロスの値という
意味も含まれる。
【０４３８】
　なお、本発明の実施形態の説明では、種々のパラメータを設定することは種々のパラメ
ータの値を設定することを含む。このように、種々のパラメータという表現には、適宜種
々のパラメータの値という意味も含まれる。
【０４３９】
　以上より、本発明は以下の特徴を有してよい。
【０４４０】
　（１）本発明の第１の態様は、基地局装置と通信する端末装置であって、あるサービン
グセルに対するサブフレームｉにおけるＰＵＳＣＨ（Physical Uplink Shared Channel）
送信に対する送信電力をセットする送信部を備え、前記送信部は、サブフレームｉ－ＫＰ

ＵＳＣＨで受信したＰＤＣＣＨ（Physical Downlink Control Channel）に含まれるＴＰ
Ｃ（Transmission Power Control）コマンドによって得られる値を用いて、前記ＰＵＳＣ
Ｈ送信に対する送信電力をセットし、フレーム構造タイプ１のサービングセルに対して、
前記ＫＰＵＳＣＨの値は、４であり、フレーム構造タイプ２のサービングセルに対して、
前記ＫＰＵＳＣＨの値は、前記サービングセルに対する上りリンク参照ＵＬ／ＤＬ設定に
よって与えられ、前記フレーム構造タイプ２のサービングセルに対するＰＤＣＣＨが前記
フレーム構造タイプ１のサービングセルでモニタされる場合には、前記フレーム構造タイ
プ２のサービングセルに対する上りリンク参照ＵＬ／ＤＬ設定は、前記フレーム構造タイ
プ２のサービングセルに対するＵＬ／ＤＬ設定である端末装置である。
【０４４１】
　（２）本発明の第２の態様は、上述の端末装置であって、前記フレーム構造タイプ２の
サービングセルに対するＵＬ／ＤＬ設定が０であり、且つ、前記ＰＤＣＣＨにＵＬインデ
ックスが含まれている場合には、前記ＵＬインデックスの値に基づいて、前記ＫＰＵＳＣ

Ｈの値を特定する端末装置である。
【０４４２】
　（３）本発明の第３の態様は、上述の端末装置であって、少なくとも１つのサービング
セルに対して特定のＲＮＴＩ（Radio Network Temporary Identifier）が設定された場合
、前記フレーム構造タイプ２のサービングセルに対する上りリンク参照ＵＬ／ＤＬ設定に
基づいて、前記ＫＰＵＳＣＨの値を特定する端末装置である。
【０４４３】
　（４）本発明の第４の態様は、上述の端末装置であって、前記ＰＤＣＣＨに含まれるＤ
ＣＩ（Downlink Control Information）フォーマットは、少なくとも前記フレーム構造タ
イプ２のサービングセルに基づいて構成される端末装置である。
【０４４４】
　（５）本発明の第５の態様は、端末装置と通信する基地局装置であって、サブフレーム
ｉ－ＫＰＵＳＣＨであるサービングセルに対するＴＰＣ（Transmission Power Control）
コマンドを含むＰＤＣＣＨ（Physical Downlink Control Channel）を送信し、前記サー
ビングセルに対するサブフレームｉにおけるＰＵＳＣＨ送信をスケジュールする送信部を
備え、フレーム構造タイプ１のサービングセルに対して、前記ＫＰＵＳＣＨの値は、４で
あり、フレーム構造タイプ２のサービングセルに対して、前記ＫＰＵＳＣＨの値は、前記
サービングセルに対する上りリンク参照ＵＬ／ＤＬ設定によって与えられ、前記フレーム
構造タイプ２のサービングセルに対するＰＤＣＣＨが前記フレーム構造タイプ１のサービ
ングセルでモニタされる場合には、前記フレーム構造タイプ２のサービングセルに対する
上りリンク参照ＵＬ／ＤＬ設定は、前記フレーム構造タイプ２のサービングセルに対する
ＵＬ／ＤＬ設定である基地局装置である。
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【０４４５】
　（６）本発明の第６の態様は、基地局装置と通信とする端末装置における方法であって
、あるサービングセルに対するサブフレームｉにおけるＰＵＳＣＨ（Physical Uplink Sh
ared Channel）送信に対する送信電力をセットするステップと、サブフレームｉ－ＫＰＵ

ＳＣＨで受信したＰＤＣＣＨ（Physical Downlink Control Channel）に含まれるＴＰＣ
（Transmission Power Control）コマンドによって得られる値を用いて、前記ＰＵＳＣＨ
送信に対する送信電力をセットするステップと、を含み、フレーム構造タイプ１のサービ
ングセルに対して、前記ＫＰＵＳＣＨの値は、４であり、フレーム構造タイプ２のサービ
ングセルに対して、前記ＫＰＵＳＣＨの値は、前記サービングセルに対する上りリンク参
照ＵＬ／ＤＬ設定によって与えられ、前記フレーム構造タイプ２のサービングセルに対す
るＰＤＣＣＨが前記フレーム構造タイプ１のサービングセルでモニタされる場合には、前
記フレーム構造タイプ２のサービングセルに対する上りリンク参照ＵＬ／ＤＬ設定は、前
記フレーム構造タイプ２のサービングセルに対するＵＬ／ＤＬ設定である方法である。
【０４４６】
　（７）本発明の第７の態様は、上述の方法であって、前記フレーム構造タイプ２のサー
ビングセルに対するＵＬ／ＤＬ設定が０であり、且つ、前記ＰＤＣＣＨにＵＬインデック
スが含まれている場合には、前記ＵＬインデックスの値に基づいて、前記ＫＰＵＳＣＨの
値を特定するステップを含む方法である。
【０４４７】
　（８）本発明の第８の態様は、上述の方法であって、少なくとも１つのサービングセル
に対して特定のＲＮＴＩ（Radio Network Temporary Identifier）が設定された場合、前
記フレーム構造タイプ２のサービングセルに対する上りリンク参照ＵＬ／ＤＬ設定に基づ
いて、前記ＫＰＵＳＣＨの値を特定するステップを含む方法である。
【０４４８】
　本発明に関わる基地局装置１および端末装置２で動作するプログラムは、本発明に関わ
る上記実施形態の機能を実現するように、ＣＰＵ等を制御するプログラム（コンピュータ
を機能させるプログラム）である。そして、これら装置で取り扱われる情報は、その処理
時に一時的にＲＡＭに蓄積され、その後、各種ＲＯＭやＨＤＤに格納され、必要に応じて
ＣＰＵによって読み出し、修正・書き込みが行なわれる。プログラムを格納する記録媒体
としては、半導体媒体（例えば、ＲＯＭ、不揮発性メモリカード等）、光記録媒体（例え
ば、ＤＶＤ、ＭＯ、ＭＤ、ＣＤ、ＢＤ等）、磁気記録媒体（例えば、磁気テープ、フレキ
シブルディスク等）等のいずれであってもよい。また、ロードしたプログラムを実行する
ことにより、上述した実施形態の機能が実現されるだけでなく、そのプログラムの指示に
基づき、オペレーティングシステムあるいは他のアプリケーションプログラム等と共同し
て処理することにより、本発明の機能が実現される場合もある。
【０４４９】
　また市場に流通させる場合には、可搬型の記録媒体にプログラムを格納して流通させた
り、インターネット等のネットワークを介して接続されたサーバコンピュータに転送した
りすることができる。この場合、サーバコンピュータの記憶装置も本発明に含まれる。ま
た、上述した実施形態における基地局装置１および端末装置２の一部、または全部を典型
的には集積回路であるＬＳＩとして実現してもよい。基地局装置１および端末装置２の各
機能ブロックは個別にチップ化してもよいし、一部、または全部を集積してチップ化して
もよい。また、集積回路化の手法はＬＳＩに限らず専用回路、または汎用プロセッサで実
現してもよい。また、半導体技術の進歩によりＬＳＩに代替する集積回路化の技術が出現
した場合、当該技術による集積回路を用いることも可能である。
【０４５０】
　以上、この発明の実施形態に関して図面を参照して詳述してきたが、具体的な構成はこ
の実施形態に限られるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲の設計変更等も含
まれる。また、本発明は、請求項に示した範囲で種々の変更が可能であり、異なる実施形
態にそれぞれ開示された技術的手段を適宜組み合わせて得られる実施形態についても本発
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明の技術的範囲に含まれる。また、本発明の実施形態に記載された要素であり、同様の効
果を奏する要素同士を置換した構成も含まれる。
【０４５１】
　なお、本願発明は、上述の実施形態に限定されるものではない。本願発明は、携帯端末
全般に適用されてもよい。例えば、携帯端末には、タブレットや、カメラ機器なども含ま
れる。すなわち、本願発明は、本願発明の装置またはチップ、プログラムを搭載した機器
全般に適用される。また、本願発明の端末装置は、移動局への適用に限定されるものでは
なく、屋内外に設置される据え置き型または非可動型の電子機器、例えば、ＡＶ機器、キ
ッチン機器、掃除・洗濯機器、空調機器、オフィス機器、自動販売機、その他生活機器な
どに適用できることは言うまでもない。また、本発明は、無線基地局装置や無線端末装置
や無線通信システムや無線通信方法に用いて好適である。
【符号の説明】
【０４５２】
１　基地局装置
２　端末装置
１０１　上位層処理部
１０３　制御部
１０５　受信部
１０７　送信部
１０９　チャネル測定部
１１１　送受信アンテナ
１０５１　復号化部
１０５３　復調部
１０５５　多重分離部
１０５７　無線受信部
１０７１　符号化部
１０７３　変調部
１０７５　多重部
１０７７　無線送信部
１０７９　下りリンク参照信号生成部
２０１　上位層処理部
２０３　制御部
２０５　受信部
２０７　送信部
２０９　チャネル測定部
２１１　送受信アンテナ
２０５１　復号化部
２０５３　復調部
２０５５　多重分離部
２０５７　無線受信部
２０７１　符号化部
２０７３　変調部
２０７５　多重部
２０７７　無線送信部
２０７９　上りリンク参照信号生成部
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