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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の基礎帯域から成る総帯域幅を使用して、基地局装置と移動局装置が通信する移動
通信システムであって、
　あるサブフレームで、物理下りリンク制御チャネルがリソースエレメントに配置される
第一の基礎帯域において、前記基地局装置と前記移動局装置が通信し、
　前記サブフレームで、前記物理下りリンク制御チャネルがリソースエレメントに配置さ
れない第二の基礎帯域において、前記基地局装置と前記移動局装置が通信し、
　前記サブフレームの前記第一の基礎帯域においては、前記物理下りリンク制御チャネル
は、物理下りリンク共用チャネルと時分割多重され、
　前記サブフレームの前記第二の基礎帯域においては、先頭のＯＦＤＭシンボルに対応す
るリソースエレメントから順に前記物理下りリンク共用チャネルが配置される
　ことを特徴とする移動通信システム。
【請求項２】
　複数の基礎帯域から成る総帯域幅を使用して、基地局装置と通信する移動局装置であっ
て、
　あるサブフレームで、物理下りリンク制御チャネルを検出する第一の基礎帯域において
、前記基地局装置と通信する手段と、
　前記サブフレームで、前記物理下りリンク制御チャネルを検出しない第二の基礎帯域に
おいて、前記基地局装置と通信する手段を有し、
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　前記サブフレームの前記第一の基礎帯域においては、前記物理下りリンク制御チャネル
は、物理下りリンク共用チャネルと時分割多重され、
　前記サブフレームの前記第二の基礎帯域においては、先頭のＯＦＤＭシンボルに対応す
るリソースエレメントから順に前記物理下りリンク共用チャネルが配置される
　ことを特徴とする移動局装置。
【請求項３】
　複数の基礎帯域から成る総帯域幅を使用して、移動局装置と通信する基地局装置であっ
て、
　あるサブフレームで、物理下りリンク制御チャネルがリソースエレメントに配置される
第一の基礎帯域において、前記移動局装置と通信する手段と、
　前記サブフレームで、前記物理下りリンク制御チャネルがリソースエレメントに配置さ
れない第二の基礎帯域において、前記移動局装置と通信する手段を有し、
　前記サブフレームの前記第一の基礎帯域においては、前記物理下りリンク制御チャネル
は、物理下りリンク共用チャネルと時分割多重され、
　前記サブフレームの前記第二の基礎帯域においては、先頭のＯＦＤＭシンボルに対応す
るリソースエレメントから順に前記物理下りリンク共用チャネルが配置される
　ことを特徴とする基地局装置。
【請求項４】
　複数の基礎帯域から成る総帯域幅を使用して、基地局装置と通信する移動局装置の通信
方法であって、
　あるサブフレームで、物理下りリンク制御チャネルを検出する第一の基礎帯域において
、前記基地局装置と通信し、
　前記サブフレームで、前記物理下りリンク制御チャネルを検出しない第二の基礎帯域に
おいて、前記基地局装置と通信し、
　前記サブフレームの前記第一の基礎帯域においては、前記物理下りリンク制御チャネル
は、物理下りリンク共用チャネルと時分割多重され、
　前記サブフレームの前記第二の基礎帯域においては、先頭のＯＦＤＭシンボルに対応す
るリソースエレメントから順に前記物理下りリンク共用チャネルが配置される
　ことを特徴とする通信方法。
【請求項５】
　複数の基礎帯域から成る総帯域幅を使用して、移動局装置と通信する基地局装置の通信
方法であって、
　あるサブフレームで、物理下りリンク制御チャネルがリソースエレメントに配置される
第一の基礎帯域において、前記移動局装置と通信し、
　前記サブフレームで、前記物理下りリンク制御チャネルがリソースエレメントに配置さ
れない第二の基礎帯域において、前記移動局装置と通信し、
　前記サブフレームの前記第一の基礎帯域においては、前記物理下りリンク制御チャネル
は、物理下りリンク共用チャネルと時分割多重され、
　前記サブフレームの前記第二の基礎帯域においては、先頭のＯＦＤＭシンボルに対応す
るリソースエレメントから順に前記物理下りリンク共用チャネルが配置される
　ことを特徴とする通信方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、移動通信の技術分野に関し、特に、ＬＴＥ（ロング・ターム・エボリューシ
ョン；Long-Term Evolution）－Ａｄｖａｎｃｅｄシステムのダウンリンクの物理層を処
理する方法（以下、「物理層処理方法」と略記する）およびマルチキャスト単一周波数ネ
ットワーク（ＭＢＳＦＮ：MBMS Single Frequency Network；以下、「ＭＢＳＦＮ」と略
記する）のサブフレーム構造に関し、より詳しくは、ユニキャストサービスとマルチメデ
ィアブロードキャスト・マルチキャストサービス（ＭＢＭＳ：Multimedia Broadcast and
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 Multicast Service；以下、「ＭＢＭＳ」と略記する）との多重化システムおよび多重化
方法、ユニキャストサービスとＭＢＭＳとの多重化送信方法、並びにユニキャストサービ
スとＭＢＭＳとの多重化受信方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　直交周波数分割多重技術（ＯＦＤＭ：Orthogonal Frequency Division Multiplexing;
以下、「ＯＦＤＭ」と略記する）の応用において、最も主要な課題は、マルチパスの時間
遅延の拡張を有効に抑制することである。サブキャリアを変調するための各データシンボ
ルの周期が元の周期のＮ倍になるように、入力されるデータストリームを直並列変換し、
Ｎ個の並列のサブチャネルに入れる。これにより、時間遅延の拡張とシンボルの周期との
比率は、Ｎ倍低減される。符号間干渉を最大限に削減するために、各ＯＦＤＭシンボルの
間にガード・インターバル（ＧＩ：Guard Interval）を付加するが、通常、ガード・イン
ターバルの長さＴｇは無線チャネルの時間遅延の最大の拡張より大きいので、あるシンボ
ルのマルチパス成分は、次のシンボルに干渉を与えない。ここで、ガード・インターバル
には、信号を挿入しなくてもよい。つまり、伝送の空き期間とすることができる。しかし
ながら、この場合、マルチパス伝播の影響のため、キャリア間干渉（ＩＣＩ：Inter-cell
 Interference；以下、「ＩＣＩ」と略記する）が発生する。つまり、サブキャリア間の
直交性が崩れ、異なるサブキャリア間で干渉が発生する。マルチパスによるＩＣＩを削除
するために、ＯＦＤＭシンボルは、ガード・インターバルにサイクリック・プレフィック
ス（ＣＰ：Cyclic Prefix；以下、「ＣＰ」と略記する）信号を挿入する必要がある。こ
れにより、ＦＦＴ（Fast Fourier Transform）の周期において、ＯＦＤＭシンボルの時間
遅延のコピーに含まれる波形の周期数が整数となる。したがって、時間遅延がガード・イ
ンターバルの長さＴｇより短い遅延信号に対しては、復調中にＩＣＩが発生しない。
【０００３】
　移動通信システムのセルの半径は差異があり、マイクロセル、マクロセルなどがある。
マクロセルは、セルの半径が非常に大きく、セル境界に位置するユーザが受信するとき、
シンボルによる大きな干渉を受けないようにするためには、長いＣＰを用いる必要がある
。ＬＴＥシステムにＯＦＤＭを採用するとき、ＣＰの長さを、ノーマル・サイクリック・
プレフィックス（Normal Cyclic Prefix；以下、「ノーマルＣＰ」と略記する）および拡
張・サイクリック・プレフィックス（Extended Cyclic Prefix；以下、「拡張ＣＰ」と略
記する）のいずれかから選択することが、現在、３ＧＰＰにて規定されている。すなわち
、ノーマルＣＰは、半径が小さいマイクロセルに適用され、信号品質が確保できる上、リ
ソース利用率を向上させる。一方、拡張ＣＰは、主に半径が大きいマクロセルに適用され
、また、ＭＢＭＳ伝送時、マルチセルのマクロダイバーシチを実現するためにも用いられ
る。ＬＴＥシステムのＦＤＤ（周波数分割複信）モードで下りデータを伝送するとき、ノ
ーマルＣＰを採用する場合と比べて、拡張ＣＰを採用する場合は、１つの時間スロットに
て伝送されるシンボルのデータが１つ少なくなり、リソースの利用率がノーマルＣＰを用
いる場合より低くなる。このため、拡張ＣＰを用いたデータ伝送は、帯域幅のリソースを
損なう代価として、広範囲のカバレッジを確保する。
【０００４】
　ＬＴＥシステムで規定されるＭＢＳＦＮのサブフレームのフォーマットを図１５に示す
。同図に示すように、ＬＴＥのＭＢＳＦＮのサブフレームにおいて、先頭から１つ又は２
つのシンボル（ｎ＝１又はｎ＝２）は、ユニキャスト情報を伝送するためのシンボルであ
り、セル固有の参照信号、アップリンクのリソース配分情報、およびアップリンクのＡＣ
Ｋ／ＮＡＫ情報を含んでいる。セル固有の参照信号は、ユニキャストサービスを利用する
ユーザのチャネル推定を増強するために用いられる。ＭＢＳＦＮのサブフレームのユニキ
ャストシンボル部とマルチキャストシンボル部とでは、ＣＰの長さが異なるため、小領域
の空白のサンプル（Spare Samples）が残るが、３ＧＰＰ標準規格には、この時間スロッ
トで伝送する内容に関する規定はない。ＭＢＳＦＮのサブフレームの先頭から１つ又は２
つのシンボルに採用されるＣＰの長さは、システムの第０番目のサブフレームに採用され
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るＣＰの長さにより決められ、ＭＢＳＦＮのサブフレームのその他のシンボルについては
、拡張ＣＰを採用してＭＢＭＳ伝送を行なう。３ＧＰＰ ＲＡＮ１ ５１ｂｉｓ会議におい
て、多くの会社は、一斉に、ユニキャストシンボル部の長さを基準パラメータとしてＭＢ
ＳＦＮ領域に基づいて信号の伝送を行なうことで、ＭＢＳＦＮスループットの損失を防止
することを考えた。ＰＣＦＩＣＨ（物理制御フォーマットインジケータチャネル；Physic
al Control Format Indicator Channel）は、ダウンリンクの各サブフレームにおいて伝
送されるべきであり、ＭＢＳＦＮのサブフレームを含むと共に、サブフレーム（ＭＢＳＦ
Ｎのサブフレームを含む）におけるユニキャスト制御信号を含むシンボルの長さを正確に
指定することができるべきである。ＭＢＳＦＮのサブフレームに対して、ＰＣＦＩＣＨに
より指定されるユニキャスト制御信号を含むシンボルの長さは、上位レイヤシグナリング
により指定される該当パラメータと一致しなければならない。ＭＢＳＦＮ伝送に用いられ
るＭＢＳＦＮのサブフレームおよびユニキャストのサブフレームは、時分割多重（ＴＤＭ
）方式によって周波数スペクトルのリソースを共用する。チャネルの推定および測定の目
的から言うと、全てのユーザ装置（以下、「ＵＥ」と略記する）は、上位レイヤシグナリ
ング（ブロードキャスト制御チャネルＢＣＣＨ）を介して、どのサブフレームがＭＢＳＦ
Ｎのサブフレームであるかが分かる。
【０００５】
　図１は、現在のＬＴＥシステムの、物理層における処理工程を示す図である。物理チャ
ネルで伝送されるコード・ワードのエンコードビットをスクランブルし、スクランブル後
のビットストリームを変調してから複素値変調シンボルを生成し、変調された複素値変調
シンボルを１又は複数の伝送層にマッピングし、各層の複素値変調シンボルに対してプリ
エンコード処理を行ない、各アンテナの複素値変調シンボルをリソース・エレメント（Ｒ
Ｅ:Resource Elements；以下、「ＲＥ」と略記する）にマッピングし、各アンテナのため
に複素時間領域のＯＦＤＭシンボルを生成する。ＯＦＤＭシンボル生成モジュールには、
ＩＦＦＴ（逆高速フーリエ変換；Inverse Fast Fourier transform）処理、ＣＰ挿入処理
、およびＤ／Ａ変換処理が含まれる。各アンテナにおけるＣＰ挿入処理において、挿入さ
れるＣＰの長さは一致している。
【０００６】
　ＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄシステムでは、帯域幅に対する需要がさらに増えても、シス
テムの周波数スペクトルは１００ＭＨｚまで拡大することができる（非特許文献１）。こ
のような大きな周波数スペクトルは、連続する帯域幅により構成するか、又は、複数の非
連続の小さい帯域幅により構成することができる。また、ＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄシス
テムの物理層における処理工程は、複数の並列したものとすることもできる。ＬＴＥ－Ａ
ｄｖａｎｃｅｄシステムは、対称のアップリンク帯域幅およびダウンリンク帯域幅、更に
は、非対称のアップリンクおよびダウンリンクの帯域幅をサポートすることができる（非
特許文献２）。例えば、２つの２０ＭＨｚの非対称の帯域幅によりシステムの４０ＭＨｚ
のダウンリンク帯域幅が構成される場合、システムのアップリンク帯域幅は、１つの２０
ＭＨｚの帯域幅と、１つの１０ＭＨｚの帯域幅との集合により構成することが可能である
。ここで、ＬＴＥ－ＡｄｖａｎｃｅｄシステムとＬＴＥ Ｒｅｌｅａｓｅ８のＵＥとには
、上位互換性があるべきであるという基本的な要求がある。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００７】
【非特許文献１】R1-081809, On the consideration of technical candidates for LTE-
advanced, LGE, 3GPP TSG RAN WG1 Meeting #53, May 5-9, 2008
【非特許文献２】R1-083232, Carrier aggregation for LTE-A: E-NodeB Issues, Motoro
la, 3GPP TSG RAN WG1 Meeting #54, Aug 18-22, 2008
【発明の概要】
【０００８】
　現在の需要の分析によると、ＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄシステムにおいて、ダウンリン
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クの帯域幅は１００ＭＨｚになる可能性があり、例えば、ユニキャストサービスとＭＢＭ
Ｓとが１つのＭＢＳＦＮのサブフレームにおいて周波数分割方式にて共存する場合、ユニ
キャストサービスも拡張ＣＰを採用してデータ伝送を行なうべきであるが、この場合、リ
ソースの大きな無駄が生じる。これに対し、ユニキャストサービスとＭＢＭＳとを、１つ
のＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄのサブフレームに有効に多重化させることができれば、シス
テムのリソース利用率を向上できる。この点に鑑みて、本発明は該当する解決方案を提供
する。
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　本発明で解決しようとする課題は、ＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄシステムにおいて、ユニ
キャストサービスとＭＢＭＳとを多重化する周波数帯域を実現し、有効なデータ伝送を行
なう移動通信システムを提供することである。つまり、本発明は、ＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃ
ｅｄシステムにおいて、ＭＢＭＳをスケジューリングして伝送する１つのサブフレームに
、１種類のサブフレームフォーマットのみを用いることにより無駄なリソースが発生する
という問題を、有効に解決することを目的とする。
【００１０】
　上述したメリットおよび／又はその他のメリットを実現し、本願明細書の複数の箇所で
記載した本発明の目的を達成するために、本発明は、ＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄシステム
において、ユニキャストサービスとＭＢＭＳとの多重化システムの周波数領域で有効なデ
ータ伝送を行なうことができる移動通信システムを提供する。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上記課題を解決するために、本発明に係る移動通信システムは、基地局装置および移動
局装置から構成される、所定の総帯域幅が複数のダウンリンクキャリア周波数成分の集合
より成る移動通信システムであって、前記基地局装置および前記移動局装置は、前記ダウ
ンリンクキャリア周波数成分のそれぞれに対応するダウンリンクの物理層を、前記ダウン
リンクキャリア周波数成分毎に処理し、前記複数のダウンリンクキャリア周波数成分の集
合は、先頭の数シンボルに制御情報を含むサブフレーム構造の前記ダウンリンクキャリア
周波数成分と、先頭の数シンボルに制御情報を含まないサブフレーム構造の前記ダウンリ
ンクキャリア周波数成分と、を有することを特徴としている。
【００１２】
　また、上記課題を解決するために、本発明に係る移動通信システムは、基地局装置およ
び移動局装置から構成される、所定の総帯域幅が複数のダウンリンクキャリア周波数成分
の集合より成る移動通信システムであって、前記基地局装置と前記移動局装置は、それぞ
れの前記ダウンリンクキャリア周波数成分に対応するダウンリンクの物理層を、それぞれ
の前記ダウンリンクキャリア周波数成分毎に処理し、前記ダウンリンクキャリア周波数成
分には、前記ダウンリンクキャリア周波数成分に対応するアップリンクキャリア周波数の
リソースを割り当てる上りリンクグラントと、前記ダウンリンクキャリア周波数成分に対
応しないアップリンクキャリア周波数のリソースを割り当てる上りリンクグラントと、が
配置されることを特徴としている。
【００１３】
　また、上記課題を解決するために、本発明に係る移動通信システムは、基地局装置およ
び移動局装置から構成される、所定の総帯域幅が複数のダウンリンクキャリア周波数成分
の集合より成る移動通信システムであって、前記基地局装置および前記移動局装置は、前
記ダウンリンクキャリア周波数成分のそれぞれに対応するダウンリンクの物理層を、前記
ダウンリンクキャリア周波数成分毎に処理し、ユニキャストサービスおよびマルチメディ
アブロードキャスト・マルチキャストサービスを、それぞれ、異なる前記ダウンリンクキ
ャリア周波数成分によって周波数分割多重伝送することを特徴としている。
【００１４】
　また、本発明に係る移動通信システムは、基地局装置および移動局装置から構成される
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、所定の総帯域幅が複数のダウンリンクキャリア周波数成分の集合より成る移動通信シス
テムであって、前記基地局装置は、前記ダウンリンクキャリア周波数成分のそれぞれに対
応するダウンリンクの物理層における送信処理を、前記ダウンリンクキャリア周波数成分
毎に行ない、前記移動局装置は、前記ダウンリンクキャリア周波数成分のそれぞれに対応
するダウンリンクの物理層における受信処理を、前記ダウンリンクキャリア周波数成分毎
に行ない、前記複数のダウンリンクキャリア周波数成分の集合は、先頭の１または複数の
シンボルに下りリンクデータを送信するための制御情報を含む第１サブフレームを用いて
前記下りリンクデータを伝送する前記ダウンリンクキャリア周波数成分と、先頭の１また
は複数のシンボルに前記制御情報を含まない第２サブフレームを用いて前記下りリンクデ
ータを伝送する前記ダウンリンクキャリア周波数成分と、を含んでおり、前記基地局装置
は、前記制御情報を伝送する場合は、前記第１サブフレームにて前記下りリンクデータを
前記移動局装置に伝送するとともに、前記制御情報を伝送しない場合は、前記第２サブフ
レームにて前記下りリンクデータを前記移動局装置に伝送することを特徴としている。
【００１５】
　また、本発明に係る移動通信システムは、基地局装置および移動局装置から構成される
、所定の総帯域幅が複数のダウンリンクキャリア周波数成分の集合より成る移動通信シス
テムであって、前記基地局装置は、前記ダウンリンクキャリア周波数成分のそれぞれに対
応するダウンリンクの物理層における送信処理を、前記ダウンリンクキャリア周波数成分
毎に行ない、前記移動局装置は、前記ダウンリンクキャリア周波数成分のそれぞれに対応
するダウンリンクの物理層における受信処理を、前記ダウンリンクキャリア周波数成分毎
に行ない、前記基地局装置は、前記ダウンリンクキャリア周波数成分に、当該ダウンリン
クキャリア周波数成分に対応するアップリンクキャリア周波数のリソースを割り当てる上
りリンクグラントと、当該ダウンリンクキャリア周波数成分に対応しないアップリンクキ
ャリア周波数のリソースを割り当てる上りリンクグラントと、を含めることを特徴として
いる。
【００１６】
　また、本発明に係る移動通信システムは、基地局装置および移動局装置から構成される
、所定の総帯域幅が複数のダウンリンクキャリア周波数成分の集合より成る移動通信シス
テムであって、前記基地局装置は、前記ダウンリンクキャリア周波数成分のそれぞれに対
応するダウンリンクの物理層における送信処理を、前記ダウンリンクキャリア周波数成分
毎に行ない、前記移動局装置は、前記ダウンリンクキャリア周波数成分のそれぞれに対応
するダウンリンクの物理層における受信処理を、前記ダウンリンクキャリア周波数成分毎
に行ない、前記基地局装置は、ユニキャストサービスのデータと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のデータとを、それぞれ異なる前記ダウンリンクキャ
リア周波数成分に多重して、前記移動局装置に伝送することを特徴としている。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】ＬＴＥで規定されるダウンリンクの物理層処理方法を示す概略図である。
【図２】ＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄシステムの基地局である送信機の物理層処理方法を示
す概略図である。
【図３】ＬＴＥ－ＡｄｖａｎｃｅｄシステムのＵＥである受信機の物理層処理方法を示す
概略図である。
【図４】ＬＴＥ－ＡｄｖａｎｃｅｄシステムにおけるユニキャストサービスとＭＢＭＳと
の多重構造を示す概略図である。
【図５】ＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄシステムにおいて、複数のＭＢＳＦＮのサービスが１
つのＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄサブフレームに多重化される例を示す概略図である。
【図６】ＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄシステムにおいて、ＭＢＭＳとユニキャストサービス
とが１つのＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄサブフレームに多重化される場合の状態図である。
【図７】ＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄシステムにおいて、非対称のアップリンクおよびダウ
ンリンクの帯域幅により生成される問題点を示す概略図である。
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【図８】ＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄシステムにおけるｅ－ＭＢＳＦＮのサブフレームの構
造を示す概略図である。
【図９】ｅ－ＭＢＳＦＮのサブフレーム構造を採用して、非対称のアップリンクおよびダ
ウンリンクの帯域幅による問題点を解決する例を示す概略図である。
【図１０】ｅ－Ｕｎｉｃａｓｔサービス用のサブフレーム構造を採用して、非対称のアッ
プリンクおよびダウンリンクの帯域幅による問題点を解決する例を示す概略図である。
【図１１】ｅ－ＭＢＳＦＮのサブフレーム構造を採用して、非対称のアップリンクおよび
ダウンリンクの帯域幅による問題点を解決する他の例を示す概略図である。
【図１２】ＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄシステムのサブフレームの構造を示す概略図である
。
【図１３】ＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄシステムの送信機の処理を説明するためのフローチ
ャートである。
【図１４】ＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄシステムの受信機の処理を説明するためのフローチ
ャートである。
【図１５】ＬＴＥで規定されるＭＢＳＦＮのサブフレームの構造を示す概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下、図面に基づいて、本発明の好ましい実施の形態について詳細に説明する。本発明
をより理解しやすく説明するために、本発明に対して不必要な構成および機能は省略する
。
【００１９】
　本発明を実現するための形態をより詳細かつ明確に説明するために、ＬＴＥ－Ａｄｖａ
ｎｃｅｄセルラ移動通信システム等に適用する具体的な実施例について説明する。もちろ
ん、本発明は、ここで記載する応用に限らず、その他の移動通信システムにも適用可能で
ある。
【００２０】
　図１に、ＬＴＥシステムで規定されたダウンリンクの物理層処理方法を示す。同図に示
すように、物理層処理方法として、チャネルエンコード後のコード・ワードに対してスク
ラルブル処理を行なうスクラルブルユニット１００、スクラルブル処理後のコード・ワー
ドビットに対してシンボル変調を行なう変調ユニット１０１、変調後のシンボルを１層又
は多層にマッピングする層マッピングユニット１０２、各層にマッピングされたシンボル
に対して、事前にエンコード処理を行なうプリエンコードユニット１０３、プリエンコー
ドされた複素値変調シンボルを各アンテナのリソースブロックにマッピングするリソース
マッピングユニット１０４、各アンテナにおいて各サブキャリア上のシンボルに対してＩ
ＦＦＴ（逆高速フーリエ変換；Inverse Fast Fourier transform）を行なうことによって
生成される時間領域のシンボルのためにＣＰを挿入し、Ｄ／Ａ変換を行なうＯＦＤＭシン
ボル生成ユニット１０５が含まれる。なお、アナログ信号はアップコンバートし、アンテ
ナを介して送信する。また、上記物理層処理方法は、ＬＴＥで規定された全てのシステム
帯域幅（１．４ＭＨｚ、３ＭＨｚ、５ＭＨｚ、１０ＭＨｚ、１５ＭＨｚ、および２０ＭＨ
ｚ）で正常に動作できる。
【００２１】
　３ＧＰＰでのＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄシステムの需要に関する現在の議論によれば、
ＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄシステムのダウンリンクの帯域幅は１００ＭＨｚが必要であり
、システムは非対称のアップリンクおよびダウンリンクの帯域幅での正常動作をサポート
する必要がある。また、今後のデータサービスの非対称性によれば、ＬＴＥ－Ａｄｖａｎ
ｃｅｄシステムのアップリンクの帯域幅がダウンリンクの帯域幅より小さくなる可能性が
あることが予測できる。また、ＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄシステムのダウンリンクの帯域
幅は、下記に示す２種類の構成方式とすることができる。
【００２２】
　１つ目の種類は、連続して配分されている１００ＭＨｚの周波数スペクトルのリソース
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を、ＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄシステムのダウンリンク伝送に用いる方式である。この方
式では、ＬＴＥシステムの物理層処理方法を再利用することができ、ＯＦＤＭシンボル生
成モジュールにて、ある大きいポイント数のＩＦＦＴによって、周波数領域から時間領域
への変換を実現する。例えば、ＬＴＥにて、帯域幅が２０ＭＨｚである場合に２０４８個
のポイント数のＩＦＦＴが必要であるとすると、ＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄでは、帯域幅
が１００ＭＨｚである場合に８１９２個のポイント数のＩＦＦＴが必要となる可能性があ
る。また、この方式では、帯域幅が１００ＭＨｚになることをサポートすることができる
線形電力増幅器が必要となる。
【００２３】
　しかしながら、国際電気通信連合（ＩＴＵ）は、２００７年に開催された世界無線会議
（ＷＲＣ０７）において、ＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄシステムに使用可能な無線周波数ス
ペクトルの区分を提案している。この提案によると、Ｃ－ｂａｎｄ（３４００～４２００
ＭＨｚ）のみに限って、連続する大きな周波数スペクトルのリソースを得ることができる
。言い換えれば、その他の利用可能な周波数スペクトルのリソースについて、１００ＭＨ
ｚの連続するシステム帯域幅を得ることは、困難となる。
【００２４】
　このため、実現可能性が高い方式と考えられる２つ目の種類は、非連続に配分されてい
る１００ＭＨｚの周波数スペクトルのリソースを、ＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄシステムの
ダウンリンク伝送に用いる方式である。すなわち、複数の周波数領域における非連続の小
さなサブ帯域幅の集合により、システムに必要な１００ＭＨｚの帯域幅を構成する方式で
ある。この方式では、各々のサブフレームに対して物理層処理機構を１つずつ設け、各サ
ブ帯域幅においてＩＦＦＴを行なうことが必要である。なお、当該ＩＦＦＴのポイント数
とＬＴＥシステムのポイント数とは一致する。同様に、各々のサブ帯域幅に１つの線形電
力増幅器を配置する。この線形電力増幅器がサポート可能な最大帯域幅は、ＬＴＥで規定
された２０ＭＨｚである。
【００２５】
　現在、ＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄシステムに上記方式のいずれを採用するかについては
、明確に規定されていないが、両方式を同時に有効にサポート可能な物理構成が必要であ
るという提案が多く提出されている。この提案に鑑みて、下記のように、本実施形態にお
いて、図２および図３に示すＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄシステムのダウンリンクの物理層
処理方法を提供する。
【００２６】
　利用可能なＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄの周波数スペクトルリソースを取得することによ
り、ＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄシステムの帯域幅を、複数の基礎帯域に区分する。ここで
、利用可能なＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄの周波数スペクトルリソースは、連続していても
よいし、非連続であってもよい。
【００２７】
　図２に、ＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄシステムにおける送信機（以下、ｅＮＢ、ｅＮｏｄ
ｅＢ、基地局装置とも表記する）の物理層処理方法を示す。ＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄシ
ステムの物理層処理方法は、並列処理を行なう複数の等価的なＬＴＥの物理層処理方法（
図２において、破線で囲まれた部分（スクランブルユニット２０１～Ｄ／Ａ変換ユニット
２０９を含む部分）は、等価的なＬＴＥの物理層処理方法の１つを示している）の組合せ
により構成されており、等価的なＬＴＥの物理層処理方法は、それぞれ、１つの基礎帯域
に対応している。また、等価的なＬＴＥの物理層処理方法のそれぞれのパラメータは、対
応する基礎帯域のプロパティおよび対応するスケジューリング情報により決められる。例
えば、ＩＦＦＴのポイント数は基礎帯域の大きさによって決められ、アップコンバートさ
れたキャリア周波数は当該基礎帯域に対応するキャリア周波数成分となり、時間領域のシ
ンボルのために挿入されるＣＰの長さは、基礎帯域に現在スケジュールされているサブフ
レーム構造により決められる。
【００２８】
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　図２に示すように、送信機の物理層処理方法の各構成において、スケジューリングユニ
ット２００は、ユーザの優先度およびキャッシュ状況によって、ユーザが使用している基
礎帯域、時間周波数リソースブロック、およびスケジューリング・サブフレームに採用さ
れる構成に対してスケジューリング配分を行なう。スクランブルユニット２０１は、チャ
ネルエンコード後のコード・ワードに対してスクラルブル処理を行なう。変調ユニット２
０２は、スクラルブル処理後のコード・ワードビットに対してシンボル変調を行なう。層
マッピングユニット２０３は、変調後のシンボルを１層又は多層にマッピングする。プリ
エンコードユニット２０４は、各層にマッピングされたシンボルに対して、事前にエンコ
ード処理を行なう。リソースマッピングユニット２０５は、プリエンコードされた複素値
変調シンボルを各アンテナのリソースブロックにマッピングする。ＩＦＦＴユニット２０
６は、各アンテナにおいて、各サブキャリア上のシンボルに対してＩＦＦＴを行なう。Ｃ
Ｐ挿入ユニット２０７は、生成される時間領域のシンボルのためにＣＰを挿入する。ＣＰ
長情報取得ユニット２０８は、スケジューリングユニット２００のスケジューリング結果
によって、挿入される現在サブフレームのＣＰの長さ情報を取得する。Ｄ／Ａ変換ユニッ
ト２０９は、デジタル信号からアナログ信号への変換を行なう。このように、上記構成の
処理を通して得られたアナログ信号は、最後にアップコンバートして、アンテナを介して
送信される。
【００２９】
　図３に、ＬＴＥ－ＡｄｖａｎｃｅｄシステムにおけるＵＥ（User Equipment）（以下、
受信機、移動局装置とも表記する）の物理層処理方法を示す。ＵＥの能力によって、ＵＥ
が１又は複数の基礎帯域のデータを受信できるかを確認することができる。ＵＥの物理層
処理方法は、１又は複数の等価的なＬＴＥの物理層処理方法の集合により構成されている
（図３において、破線で囲まれた部分（フィルタユニット３０１～アンスクランブルユニ
ット３１０を含む部分）は、等価的なＬＴＥの物理層処理方法の１つを示している）。等
価的なＬＴＥの物理層処理方法は、それぞれ、１つの基礎帯域と対応している。等価的な
ＬＴＥの物理層処理方法のそれぞれの物理パラメータは、対応する基礎帯域のプロパティ
および対応するスケジューリング情報により決められる。例えば、ＩＦＦＴのポイント数
は基礎帯域の大きさによって決められ、アップコンバートされたキャリア周波数は当該基
礎帯域に対応するキャリア周波数成分となり、時間領域のシンボルのために除去されるＣ
Ｐの長さは、基礎帯域に現在スケジュールされているサブフレーム構造により決められる
。
【００３０】
　図３に示すように、送信機の物理層処理方法の各構成において、フィルタユニット３０
１は、アンテナが受信したアナログ信号をダウンコンバートして基礎帯域の信号とする。
Ａ／Ｄ変換ユニット３０２は、アナログ信号からデジタル信号への変換を行なう。ＣＰ長
情報取得ユニット３０４は、受信した上位レイヤのシグナリング信号によって、現在のサ
ブフレームのＣＰの長さを判断する。ＣＰ除去ユニット３０３は、ＣＰ長情報取得ユニッ
ト３０４から取得したＣＰの長さによって、時間領域シンボル中のＣＰを除去する。ＦＦ
Ｔユニット３０５は、各アンテナにおいて受信した信号に対してＦＦＴを行なう。リソー
スマッピング解除ユニット３０６は、現在の基礎帯域の対応するサブフレーム構造のリソ
ースブロックから複素値変調シンボルを読み出す。プリエンコード解除ユニット３０７は
、リソースマッピング解除ユニット３０６から取得した複素値変調シンボルに対してプリ
エンコードの解除処理を行なう。層マッピング解除ユニット３０８は、多層にマッピング
されたシンボルを結合する。復調ユニット３０９は、シンボルに対して復調処理を行なう
。アンスクランブルユニット３１０は、復調後のコード・ワードに対してスクランブルの
解除処理を行なう。データ組合せユニット３１１は、各アンテナにおいて、受信したデー
タを結合し、対応する処理を行なうように、ＭＡＣ層に伝送する。
【００３１】
　上述したＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄシステムの物理層構造によれば、ユニキャストサー
ビスおよびＭＢＭＳを、システム周波数帯域の各基礎帯域にて柔軟に多重して伝送するこ
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とができる。例えば、図４に示すように、システム帯域幅が３つの基礎帯域（サブ周波数
帯域１、サブ周波数帯域２、サブ周波数帯域３）により構成されている場合、ユニキャス
トサービスのサブフレームは、ノーマルＣＰを用いてデータ伝送を行なう。
【００３２】
　スケジューリングされたサブフレームｍの中で、例えば、ＭＣＨ １～ＭＣＨ ３（ＭＣ
Ｈ Ｘは、ＭＢＳＦＮ ＸのＭＢＭＳ伝送チャネルである）がそれぞれサブ周波数帯域１～
３の物理リソースにマッピングされるように、異なるＭＢＳＦＮのＭＢＭＳデータを、周
波数分割多重方式により、異なる基礎帯域にマッピングすることができる。この多重方式
をより詳しく説明するために、図５に、スケジューリングされたフレームｍの詳細な構成
を示す。同図において、Ｒ０～Ｒ３は、それぞれ、アンテナ０～アンテナ３で伝送される
、セル固有の参照信号を表し、ＭＢＳＦＮ ＲＳは、ＭＢＳＦＮ領域固有の参照信号を表
す。サブフレームｍにおける３つの基礎帯域のサブフレーム構造と、ＬＴＥで規定される
ＭＢＳＦＮのサブフレーム構造とは、全く一致している。
【００３３】
　なお、スケジューリングされたサブフレームｎの中で、ユニキャストサービス・データ
およびＭＢＭＳデータは、周波数分割多重方式により、異なる基礎帯域にマッピングする
ことができる。この多重方式をより詳しく説明するために、図６に、スケジューリングさ
れたサブフレームｎの詳細な構成を示す。サブフレームｎにおいて、ＭＢＭＳデータを伝
送する基礎帯域（サブ周波数帯域１およびサブ周波数帯域３）のサブフレームの構造と、
ＬＴＥで規定されるＭＢＳＦＮのサブフレームの構造とは全く一致しており、ユニキャス
トサービス・データを伝送する基礎帯域（サブ周波数帯域２）のサブフレームの構造は、
ＬＴＥで規定されるノーマルＣＰのサブフレームの構造を採用している。
【００３４】
　ＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄシステムに対して、アップリンクおよびダウンリンクが非対
称である場合についてもサポートする必要があるという要求が提出されている。例えば、
システムのダウンリンクの帯域幅が３つの２０ＭＨｚの基礎帯域により構成され、アップ
リンクの帯域幅が２つの２０ＭＨｚの基礎帯域により構成されていると仮定する。ＬＴＥ
におけるＭＢＳＦＮのサブフレームに対する規定では、当該サブフレームの先頭から１つ
又は２つのシンボルは、セルユニキャスト方式により伝送され、伝送内容には、アップリ
ンクのリソース配分情報（UL grant、上りリンクグラント）、アップリンクのＡＣＫ／Ｎ
ＡＫ情報、および相応するセル固有の（cell-specific）参照信号が含まれる。
【００３５】
　アップリンクの基礎帯域とダウンリンクの基礎帯域との１対１の対応づけが容易な方式
によって制御情報（例えば、図９および１０に示したＰＤＣＣＨ：Physical Downlink Co
ntrol Channel、物理下りリンク制御チャネル）を伝送することは、１つのダウンリンク
の基礎帯域に対応するアップリンクの基礎帯域において、相応する制御情報を伝送するこ
とである。図７に示すように、ダウンリンクのサブ周波数帯域２における先頭から幾つか
のシンボルに、アップリンクのサブ周波数帯域Ａおけるアップリンクのリソース配分情報
、および対応するアップリンクのサブ周波数帯域ＡにおけるＡＣＫ／ＮＡＫ情報を伝送し
、ダウンリンクのサブ周波数帯域３における先頭から幾つかのシンボルに、アップリンク
のサブ周波数帯域Ｂにおけるアップリンクのリソース配分情報、および対応するアップリ
ンクのサブ周波数帯域ＢにおけるＡＣＫ／ＮＡＫ情報を伝送する。具体的には、上記アッ
プリンク情報を伝送するためのシンボルは、各基礎帯域における先頭から１つ又は２つの
シンボルである。先頭から１つ又は２つのシンボルのうち、具体的にどのシンボルである
かは、システムのスケジューリングによって確定される。
【００３６】
　ＬＴＥの規定によると、ＬＴＥで規定されたユニキャストのサブフレーム又はＬＴＥで
規定されたＭＢＳＦＮのサブフレームにかかわらず、相応する制御情報を伝送するために
、１つ以上のシンボルを保留する。このため、ダウンリンクのサブ周波数帯域１において
も、制御情報の伝送のために、相応するシンボルを保留する必要がある。このとき、当該
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サブ周波数帯域と対応するアップリンクがないので、いずれの制御情報も不要となる。こ
のため、ある程度のリソースの無駄が生じる。
【００３７】
　以上の問題点に鑑みて、本発明は、ＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄシステムにて用いる、Ｌ
ＴＥから進化したＭＢＳＦＮ（以降、ｅ－ＭＢＳＦＮと称する）のサブフレーム構造を提
供する。図８に、当該サブフレーム構造の詳細を示す。同図に示すように、ｅ－ＭＢＳＦ
Ｎのサブフレーム構造は、拡張ＣＰを採用し、すなわち、サブフレームの長さは１２個の
ＯＦＤＭシンボルの長さであって、ＬＴＥのＭＢＳＦＮのサブフレームと一致している。
セル固有の（Cell-specific）参照信号は、先頭から１つ又は２つのシンボルに相応する
ＲＥで伝送される。同図において、Ｒ０～Ｒ３は、それぞれアンテナ０～アンテナ３で伝
送される、セル固有の参照信号を表す。具体的に、１つのシンボルを採用するか、又は、
２つのシンボルを採用するかについては、基地局の送信アンテナの本数によって決めるこ
とができる。例えば、基地局のアンテナが４本であれば、２つのシンボルを採用し、基地
局のアンテナが２本又は１本であれば、１つのシンボルを採用する。セル固有の参照信号
の、先頭から１つ又は２つのシンボル上でのマッピング方法は、ＬＴＥの拡張ＣＰを用い
たユニキャストのサブフレーム構造で規定された先頭から１つ又は２つのシンボルの参照
信号のマッピング方法と一致している。サブフレームにおける第３、第７、第１１のシン
ボルには、ＭＢＳＦＮ領域固有の（ＭＢＳＦＮ area specific）参照信号を挿入しており
、当該参照信号のサブフレームにおけるマッピング方法は、ＬＴＥで規定されたＭＢＳＦ
Ｎのサブフレーム構造の相応するシンボルにおけるＭＢＳＦＮ領域固有の参照信号のマッ
ピング方法と一致している。ＭＢＳＦＮ領域固有の参照信号を除いた他のＲＥの全ては、
ＭＢＭＳ伝送に用いられる。
【００３８】
　また、以上の問題点に鑑みて、本発明は、ＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄシステムにて用い
る、ＬＴＥから進化したユニキャスト（以降、ｅ－Ｕｎｉｃａｓｔと称する）のサブフレ
ーム構造を提供する。当該サブフレーム構造は、ＬＴＥで規定されたサブフレーム構造と
全く一致するが、当該サブフレームは制御情報を伝送しない。すなわち、当該サブフレー
ムの先頭から幾つかのシンボルを保留せず、サブフレームにおける参照信号以外の全ての
ＲＥをデータ情報の送受信に用いる。
【００３９】
　図９は、上記ｅ－ＭＢＳＦＮのサブフレーム構造の応用実例を説明するための図である
。同図に示すように、スケジューリングされたサブフレームのサブ周波数帯域２およびサ
ブ周波数帯域３では、ＬＴＥで規定されたＭＢＳＦＮのサブフレーム構造を採用してデー
タ伝送を行ない、サブ周波数帯域２におけるサブフレームの先頭から２つのシンボルはサ
ブ周波数帯域Ａに関する制御情報（ＰＤＣＣＨ：Physical Downlink Control Channel、
物理下りリンク制御チャネル）を含み、サブ周波数帯域３におけるサブフレームの先頭か
ら２つのシンボルはサブ周波数帯域Ｂに関する制御情報を含んでいる。スケジューリング
されたサブフレームのサブ周波数帯域１では、ｅ－ＭＢＳＦＮのサブフレーム構造を採用
してデータ伝送を行ない、サブ周波数帯域１におけるサブフレームではいずれの制御情報
も伝送されない。この実例からみると、ｅ－ＭＢＳＦＮのサブフレーム構造を採用するこ
とによって、当該構造を採用しない場合と比べ、リソースの無駄が発生する問題を有効に
解決することができる。
【００４０】
　また、図１０は、ｅ－Ｕｎｉｃａｓｔのサブフレーム構造の応用実例を説明するための
図である。同図に示すように、スケジューリングされたサブフレームのサブ周波数帯域２
およびサブ周波数帯域３では、ＬＴＥで規定されたユニキャストのサブフレーム構造を採
用してデータ伝送を行ない、サブ周波数帯域２におけるサブフレームの先頭から２つのシ
ンボルはサブ周波数帯域Ａに関する制御情報を含み、サブ周波数帯域３におけるサブフレ
ームの先頭から２つのシンボルはサブ周波数帯域Ｂに関する制御情報を含んでいる。スケ
ジューリングされたサブフレームのサブ周波数帯域１では、ｅ－Ｕｎｉｃａｓｔのサブフ
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レーム構造を採用してデータ伝送を行ない、サブ周波数帯域１におけるサブフレームでは
いずれの制御情報も伝送されない。この実例からみると、ｅ－Ｕｎｉｃａｓｔのサブフレ
ーム構造を採用することによって、当該構造を採用しない場合と比べ、リソースの無駄が
発生する問題を有効に解決することができる。
【００４１】
　ＬＴＥのユニキャストのサブフレームにおける制御情報と比べると、ＭＢＳＦＮのサブ
フレームにおける制御情報のシンボルは、アップリンクのＵＬ ｇｒａｎｔ（上りリンク
グラント）情報のみを含み、ダウンリンクに関する配分情報を含まないので、状況によっ
ては、ＬＴＥのＭＢＳＦＮのサブフレームにおける制御情報のシンボルのリソースに無駄
が生じる可能性がある。したがって、本発明では、１つのＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄのス
ケジューリングされたサブフレームにおける複数のＬＴＥのＭＢＳＦＮのサブフレーム構
造における制御情報を、１つのＬＴＥのＭＢＳＦＮのサブフレーム構造における制御情報
に組合せて伝送することを提案する。図１１に示すように、ダウンリンクのサブ周波数帯
域３はＬＴＥのＭＢＳＦＮのサブフレーム構造を採用しており、その制御情報のシンボル
は、アップリンクのサブ周波数帯域Ａおよびサブ周波数帯域Ｂの、ＵＬ ｇｒａｎｔ情報
およびＡＣＫ／ＮＡＫ情報を含んでいる。ダウンリンクのサブ周波数帯域１およびサブ周
波数帯域２は、ｅ－ＭＢＳＦＮのサブフレーム構造を採用してデータ伝送することができ
る。また、図１２は、サブフレームの構成をより明瞭に示す図である。同図に示すように
、この構成によると、サブ周波数帯域１およびサブ周波数帯域２において無駄になってい
た制御情報のシンボルを、ＭＢＭＳの伝送に十分利用することが可能となる。
【００４２】
　上述した構成に基づいて、ＬＴＥ－ＡｄｖａｎｃｅｄのＵＥが、相応するデータ情報を
正確に受信しようとする場合、予め、相応するサブフレーム構造、並びに、アップリンク
およびダウンリンクの基礎帯域間のマッピングに関する情報を知らなければならない。図
１３は、ＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄシステムにおける送信機の処理を示すフローチャート
であり、以下では、図１３に基づいて、具体的に、基地局装置の処理の流れを説明する。
基地局装置の処理の流れは下記の通りである。
【００４３】
　ステップＳ１４０１：ｅＮＢは、伝送する制御情報のダウンリンクの基礎帯域を確定し
、Ｍ２インタフェースを介して、所属のＭＣＥに上記制御情報とダウンリンクの基礎帯域
とのマッピング情報を送信する。
【００４４】
　ステップＳ１４０２：ＭＣＥは、ＭＢＭＳのスケジューリングを行ない、ＭＢＳＦＮの
サブフレームの配分情報を決定する。当該配分情報には、どのサブフレームのどの基礎帯
域にＬＴＥのＭＢＳＦＮのサブフレーム構造を採用するか、および、どのサブフレームの
どの基礎帯域にｅ－ＭＢＳＦＮのサブフレーム構造を採用するかが含まれている。
【００４５】
　ステップＳ１４０３：ｅＮＢは、ユニキャストサービスのスケジューリングを行なう。
【００４６】
　ステップＳ１４０４：ｅＮＢは、上位レイヤのシグナリング信号を通じて、ＵＥに、制
御情報とダウンリンクの基礎帯域とのマッピング情報、およびＭＢＳＦＮのサブフレーム
の配分情報を送信する。
【００４７】
　ステップＳ１４０５：ｅＮＢは、ダウンリンクの基礎帯域において制御情報が伝送され
るか否かを判断する。
【００４８】
　ステップＳ１４０６：ｅＮＢは、ダウンリンクの基礎帯域において制御情報が伝送され
る場合、現在のダウンリンクの基礎帯域において現在スケジュールされているサブフレー
ムが、ＭＢＳＦＮのサブフレームであるか否かを判断する。
【００４９】
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　ステップＳ１４０７：ｅＮＢは、現在のダウンリンクの基礎帯域において現在スケジュ
ールされているサブフレームが、ＭＢＳＦＮのサブフレームである場合、ＬＴＥで規定さ
れたＭＢＳＦＮのサブフレーム構造を採用して、当該サブフレームの先頭から幾つかのシ
ンボルでユニキャストサービスのダウンリンクの制御情報を伝送し、その他のシンボルで
マルチキャストサービスの情報を伝送する。
【００５０】
　ステップＳ１４０８：ｅＮＢは、現在のダウンリンクの基礎帯域において現在スケジュ
ールされているサブフレームが、ＭＢＳＦＮのサブフレームではない場合、ＬＴＥで規定
されたユニキャストのサブフレーム構造を採用し、当該サブフレームの先頭から幾つかの
シンボルでユニキャストサービスのダウンリンクの制御情報を伝送し、その他のシンボル
でユニキャストサービスの情報を伝送する。
【００５１】
　ステップＳ１４０９：ｅＮＢは、ダウンリンクの基礎帯域において制御情報が伝送され
ない場合、現在のダウンリンクの基礎帯域において現在スケジュールされているサブフレ
ームが、ＭＢＳＦＮのサブフレームであるか否かを判断する。
【００５２】
　ステップＳ１４１０：ｅＮＢは、現在のダウンリンクの基礎帯域において現在スケジュ
ールされているサブフレームが、ＭＢＳＦＮのサブフレームである場合、ｅ－ＭＢＳＦＮ
のサブフレーム構造を採用し、当該サブフレームの全てのシンボルでマルチキャストサー
ビス情報を伝送し、当該サブフレームの先頭から幾つかのシンボルの相応する位置でユニ
キャストサービスの参照信号を伝送する。
【００５３】
　ステップＳ１４１１：ｅＮＢは、現在のダウンリンクの基礎帯域において現在スケジュ
ールされているサブフレームが、ＭＢＳＦＮのサブフレームではない場合、ｅ－Ｕｎｉｃ
ａｓｔのサブフレーム構造を採用し、当該サブフレームの全てのシンボルでユニキャスト
サービス情報を伝送する。
【００５４】
　具体的に、図１４は、ＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄシステムの受信機の処理を示すフロー
チャートであり、同図に示すように、ＵＥの処理の流れは下記の通りである。
【００５５】
　ステップＳ１５０１：ＵＥは、上位レイヤのシグナリング信号の情報を受信して、制御
情報とダウンリンクの基礎帯域とのマッピング情報、および各基礎帯域のＭＢＳＦＮのサ
ブフレームの配分情報を取得する。
【００５６】
　ステップＳ１５０２：ＵＥは、ダウンリンクの基礎帯域において制御情報が伝送される
か否かを判断する。
【００５７】
　ステップＳ１５０３：ＵＥは、ダウンリンクの基礎帯域において制御情報が伝送される
場合、現在のダウンリンクの基礎帯域において現在スケジュールされているサブフレーム
が、ＭＢＳＦＮのサブフレームであるか否かを判断する。
【００５８】
　ステップＳ１５０４：ＵＥは、現在のダウンリンクの基礎帯域において現在スケジュー
ルされているサブフレームが、ＭＢＳＦＮのサブフレームである場合、ＬＴＥで規定され
たＭＢＳＦＮのサブフレーム構造を採用してデータの受信を行ない、サブフレームの先頭
から幾つかのシンボルを検出して、相応するユニキャストサービスの制御情報を受信する
。
【００５９】
　ステップＳ１５０５：ＵＥは、当該サブフレームが当該ユーザのＭＢＭＳを含むか否か
を判断する。
【００６０】
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　ステップＳ１５０６：ＵＥは、当該サブフレームが当該ユーザのＭＢＭＳを含む場合、
その他のシンボルで伝送されるマルチキャストサービス情報を受信する。
【００６１】
　ステップＳ１５０７：ＵＥは、当該サブフレームが当該ユーザのＭＢＭＳを含まない場
合、当該ユーザはいずれの操作も行なわない。
【００６２】
　ステップＳ１５０８：ＵＥは、現在のダウンリンクの基礎帯域において現在スケジュー
ルされているサブフレームが、ＭＢＳＦＮのサブフレームではない場合、ＬＴＥで規定さ
れたユニキャストのサブフレーム構造を採用して受信を行ない、サブフレームの先頭から
幾つかのシンボルを検出して、相応するユニキャストサービスの制御情報を受信する。
【００６３】
　ステップＳ１５０９：ＵＥは、受信したユニキャストサービスの制御情報によって、そ
の他のシンボルで伝送されるユニキャストサービス情報を受信する。
【００６４】
　ステップＳ１５１０：ＵＥは、ダウンリンクの基礎帯域において制御情報が伝送されな
い場合、現在のダウンリンクの基礎帯域において現在スケジュールされているサブフレー
ムが、ＭＢＳＦＮのサブフレームであるか否かを判断する。
【００６５】
　ステップＳ１５１１：ＵＥは、現在のダウンリンクの基礎帯域において現在スケジュー
ルされているサブフレームが、ＭＢＳＦＮのサブフレームである場合、ｅ－ＭＢＳＦＮの
サブフレーム構造を採用して受信を行ない、先頭から幾つかのシンボルにおけるユニキャ
スト参照信号によってチャネル推定を行なう。
【００６６】
　ステップＳ１５１２：ＵＥは、当該サブフレームが当該ユーザのＭＢＭＳを含むか否か
を判断する。
【００６７】
　ステップＳ１５１３：ＵＥは、当該サブフレームが当該ユーザのＭＢＭＳを含む場合、
当該サブフレームで伝送されるマルチキャストサービス情報を受信する。
【００６８】
　ステップＳ１５１４：ＵＥは、当該サブフレームが当該ユーザのＭＢＭＳを含まない場
合、当該ユーザはいずれの操作も行なわない。
【００６９】
　ステップＳ１５１５：ＵＥは、現在のダウンリンクの基礎帯域において現在スケジュー
ルされているサブフレームが、ＭＢＳＦＮのサブフレームではない場合、ユーザはその他
の基礎帯域から取得した制御情報によって、ｅ－Ｕｎｉｃａｓｔのサブフレーム構造を採
用して、相応するユニキャストサービス情報を受信する。
【００７０】
　上述したＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄのダウンリンクの物理層処理方法、ｅ－ＭＢＳＦＮ
のサブフレーム構造、ｅ－Ｕｎｉｃａｓｔのサブフレーム構造、および相応する信号によ
って、システムは、各基礎帯域において、ＭＢＭＳとユニキャストとが柔軟に多重利用で
き、有限の無線リソースが十分に利用できて、システムリソースの利用率を高める。さら
に、このような構造は、設計が簡易であるとともに、システム設計の複雑さが低いので、
実際に、システムおよびＵＥの需要を満足することができる。
【００７１】
　以上のように、本発明に係る移動通信システムは、基地局装置および移動局装置から構
成される、所定の総帯域幅が複数のダウンリンクキャリア周波数成分の集合より成る移動
通信システムであって、前記基地局装置および前記移動局装置は、前記ダウンリンクキャ
リア周波数成分のそれぞれに対応するダウンリンクの物理層を、前記ダウンリンクキャリ
ア周波数成分毎に処理し、前記複数のダウンリンクキャリア周波数成分の集合は、先頭の
数シンボルに制御情報を含むサブフレーム構造の前記ダウンリンクキャリア周波数成分と
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、先頭の数シンボルに制御情報を含まないサブフレーム構造の前記ダウンリンクキャリア
周波数成分と、を有することを特徴としている。
【００７２】
　また、本発明に係る移動通信システムは、前記移動局装置は、前記制御情報を含むサブ
フレーム構造の前記ダウンリンクキャリア周波数成分から前記制御情報を受信する構成で
あってもよい。
【００７３】
　また、本発明に係る移動通信システムは、前記移動局装置は、前記制御情報を受信した
前記ダウンリンクキャリア周波数成分とは異なる前記ダウンリンクキャリア周波数成分か
らユニキャストサービスのデータを受信する構成であってもよい。
【００７４】
　また、本発明に係る移動通信システムは、基地局装置および移動局装置から構成される
、所定の総帯域幅が複数のダウンリンクキャリア周波数成分の集合より成る移動通信シス
テムであって、前記基地局装置と前記移動局装置は、それぞれの前記ダウンリンクキャリ
ア周波数成分に対応するダウンリンクの物理層を、それぞれの前記ダウンリンクキャリア
周波数成分毎に処理し、前記ダウンリンクキャリア周波数成分には、前記ダウンリンクキ
ャリア周波数成分に対応するアップリンクキャリア周波数のリソースを割り当てる上りリ
ンクグラントと、前記ダウンリンクキャリア周波数成分に対応しないアップリンクキャリ
ア周波数のリソースを割り当てる上りリンクグラントと、が配置されることを特徴として
いる。
【００７５】
　また、本発明に係る移動通信システムは、基地局装置および移動局装置から構成される
、所定の総帯域幅が複数のダウンリンクキャリア周波数成分の集合より成る移動通信シス
テムであって、前記基地局装置および前記移動局装置は、前記ダウンリンクキャリア周波
数成分のそれぞれに対応するダウンリンクの物理層を、前記ダウンリンクキャリア周波数
成分毎に処理し、ユニキャストサービスおよびマルチメディアブロードキャスト・マルチ
キャストサービスを、それぞれ、異なる前記ダウンリンクキャリア周波数成分によって周
波数分割多重伝送することを特徴としている。
【００７６】
　また、本発明に係る移動通信システムは、前記基地局装置および前記移動局装置は、前
記ダウンリンクキャリア周波数成分のそれぞれに対応するダウンリンクの物理層を処理す
るサブシステムのうちの第１部を、ユニキャストサービスの伝送のために用い、残りの第
２部を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の伝送のために用いる
構成であってもよい。
【００７７】
　また、本発明に係る移動通信システムは、前記基地局装置および前記移動局装置は、ユ
ニキャストサービスの伝送のために用いる前記第１部のサブシステムとして、ユニキャス
トのサブフレーム構造を採用し、マルチメディアブロードキャスト・マルチキャストサー
ビスの伝送のために用いる前記第２部のサブシステムとして、マルチキャスト単一周波数
ネットワーク（ＭＢＳＦＮ）のサブフレーム構造を採用する構成であってもよい。
【００７８】
　また、本発明に係る移動通信システムは、前記基地局装置および前記移動局装置は、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の伝送のために用いる前記第２
部のサブシステムとして、サブフレーム内の全ての直交周波数分割多重シンボルに拡張サ
イクリックプレフィックスを用い、先頭から１つ又は２つの直交周波数分割多重シンボル
に、セル固有の参照信号参照信号を挿入し、他の直交周波数分割多重シンボルに、マルチ
キャスト単一周波数ネットワーク固有の参照信号を挿入し、サブフレームにおける参照信
号以外の全てのリソース・エレメントをマルチメディアブロードキャスト・マルチキャス
トサービスの伝送のために用い、前記セル固有の参照信号およびマルチキャスト単一周波
数ネットワーク固有の参照信号の挿入マッピングモードと、マルチキャスト単一周波数ネ
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ットワークのサブフレーム構造に対する挿入マッピングモードとが同一である、進化型の
マルチキャスト単一周波数ネットワークのサブフレーム構造を採用する構成であってもよ
い。
【００７９】
　また、本発明に係る移動通信システムは、前記基地局装置および前記移動局装置は、前
記ダウンリンクキャリア周波数成分の少なくとも一部にて制御情報を伝送し、その他の前
記ダウンリンクキャリア周波数成分において前記制御情報の伝送のために用いるリソース
・エレメントを、ユニキャストサービス又はマルチメディアブロードキャスト・マルチキ
ャストサービスのために用いる構成であってもよい。
【００８０】
　また、本発明に係る移動通信システムは、基地局装置および移動局装置から構成される
、所定の総帯域幅が複数のダウンリンクキャリア周波数成分の集合より成る移動通信シス
テムであって、前記基地局装置は、前記ダウンリンクキャリア周波数成分のそれぞれに対
応するダウンリンクの物理層における送信処理を、前記ダウンリンクキャリア周波数成分
毎に行ない、前記移動局装置は、前記ダウンリンクキャリア周波数成分のそれぞれに対応
するダウンリンクの物理層における受信処理を、前記ダウンリンクキャリア周波数成分毎
に行ない、前記複数のダウンリンクキャリア周波数成分の集合は、先頭の１または複数の
シンボルに下りリンクデータを送信するための制御情報を含む第１サブフレームを用いて
前記下りリンクデータを伝送する前記ダウンリンクキャリア周波数成分と、先頭の１また
は複数のシンボルに前記制御情報を含まない第２サブフレームを用いて前記下りリンクデ
ータを伝送する前記ダウンリンクキャリア周波数成分と、を含んでおり、前記基地局装置
は、前記制御情報を伝送する場合は、前記第１サブフレームにて前記下りリンクデータを
前記移動局装置に伝送するとともに、前記制御情報を伝送しない場合は、前記第２サブフ
レームにて前記下りリンクデータを前記移動局装置に伝送することを特徴としている。
【００８１】
　また、本発明に係る移動通信システムは、基地局装置および移動局装置から構成される
、所定の総帯域幅が複数のダウンリンクキャリア周波数成分の集合より成る移動通信シス
テムであって、前記基地局装置は、前記ダウンリンクキャリア周波数成分のそれぞれに対
応するダウンリンクの物理層における送信処理を、前記ダウンリンクキャリア周波数成分
毎に行ない、前記移動局装置は、前記ダウンリンクキャリア周波数成分のそれぞれに対応
するダウンリンクの物理層における受信処理を、前記ダウンリンクキャリア周波数成分毎
に行ない、前記基地局装置は、前記ダウンリンクキャリア周波数成分に、当該ダウンリン
クキャリア周波数成分に対応するアップリンクキャリア周波数のリソースを割り当てる上
りリンクグラントと、当該ダウンリンクキャリア周波数成分に対応しないアップリンクキ
ャリア周波数のリソースを割り当てる上りリンクグラントと、を含めることを特徴として
いる。
【００８２】
　また、本発明に係る移動通信システムは、基地局装置および移動局装置から構成される
、所定の総帯域幅が複数のダウンリンクキャリア周波数成分の集合より成る移動通信シス
テムであって、前記基地局装置は、前記ダウンリンクキャリア周波数成分のそれぞれに対
応するダウンリンクの物理層における送信処理を、前記ダウンリンクキャリア周波数成分
毎に行ない、前記移動局装置は、前記ダウンリンクキャリア周波数成分のそれぞれに対応
するダウンリンクの物理層における受信処理を、前記ダウンリンクキャリア周波数成分毎
に行ない、前記基地局装置は、ユニキャストサービスのデータと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のデータとを、それぞれ異なる前記ダウンリンクキャ
リア周波数成分に多重して、前記移動局装置に伝送することを特徴としている。
【００８３】
　以上のように、本発明は、ＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄシステムのダウンリンクの物理層
処理方法を提供し、ＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄシステムの帯域幅は１つ以上のキャリア周
波数成分（Component carrier）のサブ帯域幅の集合により成っており、ＬＴＥ－Ａｄｖ
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ａｎｃｅｄシステムのダウンリンクの物理層処理方法は１つ以上のＬＴＥシステムのダウ
ンリンクの物理層処理方法により構成され、ＬＴＥシステムのダウンリンクの物理層処理
方法のそれぞれは、１つのＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄのキャリア周波数成分に対応するサ
ービスを提供する。
【００８４】
　好ましくは、ＬＴＥシステムのダウンリンクの物理層処理方法のそれぞれのＩＦＦＴの
ポイント数は、対応する上記キャリア周波数成分におけるサブ帯域幅の大きさによって決
められる。
【００８５】
　また、好ましくは、ＬＴＥシステムのダウンリンクの物理層処理方法のそれぞれのＣＰ
の長さは、対応する帯域幅のサブフレーム構造により決められる。
【００８６】
　また、好ましくは、上記サブフレームの構造は、ＬＴＥシステムで規定され、かつ、ユ
ニキャストサービスのデータ伝送に用いられるサブフレーム構造である。
【００８７】
　また、好ましくは、上記サブフレームの構造は、ＬＴＥシステムで規定され、かつ、Ｍ
ＢＭＳのデータ伝送に用いられるＭＢＳＦＮのサブフレーム構造である。
【００８８】
　また、好ましくは、上記サブフレームの構造は、ｅ－ＭＢＳＦＮのサブフレーム構造で
あり、全てのシンボルは、長さが拡張されたＣＰを採用し、ＯＦＤＭシンボル数とＬＴＥ
のＭＢＳＦＮのサブフレームにおけるＯＦＤＭシンボル数とは一致し、ＬＴＥの拡張ＣＰ
を用いたユニキャストのサブフレーム構造で規定された先頭から１つ又は２つのシンボル
の参照信号と同じマッピング方法を用いて、セル固有の参照信号を、先頭から１つ又は２
つのシンボルにおける対応するＲＥにマッピングし、ＬＴＥの拡張ＣＰを用いたＭＢＳＦ
Ｎのサブフレーム構造で規定されたＭＢＳＦＮ領域固有の参照信号と同じマッピング方法
を用いて、ｅ－ＭＢＳＦＮ領域固有の参照信号を、ｅ－ＭＢＳＦＮのサブフレームに挿入
し、上記ｅ－ＭＢＳＦＮのサブフレームにおけるｅ－ＭＢＳＦＮ領域固有の参照信号を除
いた他のＲＥの全ては、ｅ－ＭＢＭＳ伝送に用いられる。
【００８９】
　また、好ましくは、上記サブフレームの構造は、ｅ－Ｕｎｉｃａｓｔのサブフレーム構
造であり、当該ｅ－Ｕｎｉｃａｓｔのサブフレーム構造と、ＬＴＥで規定されるサブフレ
ームの構造とは完全に一致し、ｅ－Ｕｎｉｃａｓｔのサブフレームの先頭部分における所
定数のシンボルは、伝送される制御情報を保留しない。
【００９０】
　また、好ましくは、ＵＥは、上位レイヤのシグナリング信号を通じて、制御情報とダウ
ンリンクの基礎帯域とのマッピング情報を取得する。具体的なステップは下記のとおりで
ある。すなわち、基地局は、制御情報とダウンリンクの基礎帯域とのマッピング情報を確
定し、ブロードキャストチャネルを通じて、制御情報とダウンリンクの基礎帯域との上記
マッピング情報を報知する。そして、基地局は、Ｍ２インタフェースを通じて、所属のＭ
ＣＥ（Multi-cell/Multicast Coordination Entity）に、制御情報とダウンリンクの基礎
帯域との上記マッピング情報を送信する。そして、ＭＣＥは、ＭＢＭＳのスケジューリン
グを行ない、ＭＢＳＦＮのサブフレームの配分情報を決め、Ｍ２インタフェースを通じて
基地局装置（ｅＮＢまたはｅＮｏｄｅＢ）に上記ＭＢＳＦＮのサブフレームの配分情報を
送信する。そして、基地局は、ブロードキャストチャネルを介して、全てのＵＥにＭＢＳ
ＦＮのサブフレームの配分情報を報知する。
【００９１】
　また、好ましくは、上記ＭＢＳＦＮのサブフレームの配分情報は、ＬＴＥのＭＢＳＦＮ
のサブフレーム構造を採用するサブフレームおよびサブ帯域幅、並びに、ｅ－ＭＢＳＦＮ
のサブフレーム構造を採用するサブフレームおよびサブ帯域幅を含んでいる。
【００９２】
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　また、好ましくは、上記ＭＢＳＦＮのサブフレームの配分情報は、ＭＢＭＳ用のサブフ
レームおよびサブ帯域幅の伝送を指示するために用いられる。
【００９３】
　また、好ましくは、ＬＴＥで規定されるＭＢＳＦＮのサブフレーム構造を採用してＭＢ
ＭＳデータを伝送するサブフレームの制御情報の伝送用シンボルは、アップリンクに対す
る１又は複数のサブ帯域幅のリソース配分情報およびＡＣＫ／ＮＡＫ情報を含んでいる。
【００９４】
　本発明の第１方案として、ユニキャストサービスとＭＢＭＳとの多重化システムを提供
し、当該多重化システムは、所定の総帯域幅が１又は複数のキャリア周波数成分における
基礎帯域の集合により成っており、１又は複数の、ＬＴＥシステムのダウンリンクの物理
層を処理するサブシステムを備え、ＬＴＥシステムのダウンリンクの物理層を処理する上
記サブシステムのそれぞれは、１つのキャリア周波数成分に対応するサービスを提供し、
ユニキャストサービスおよびＭＢＭＳを、それぞれ、異なるＬＴＥシステムのダウンリン
クの物理層を処理するサブシステムによって周波数分割多重伝送することを特徴とする。
【００９５】
　本発明の第２方案として、ユニキャストサービスおよびＭＢＭＳの多重化方法を提供し
、そのうち、所定のシステム総帯域幅が１又は複数のキャリア周波数成分における基礎帯
域の集合により成っており、上記多重化方法は、各々が１つのキャリア周波数成分に対応
してサービスするように、１又は複数の、ＬＴＥシステムのダウンリンクの物理層を処理
するサブシステムを採用し、異なるＬＴＥシステムのダウンリンクの物理層を処理する上
記サブシステムによって、ユニキャストサービスおよびＭＢＭＳを多重伝送することを特
徴とする。
【００９６】
　好ましくは、１又は複数のＬＴＥシステムのダウンリンクの物理層を処理するサブシス
テムのうち、第１部をユニキャストサービスの伝送のために用い、残りの第２部をＭＢＭ
Ｓの伝送のために用いる。更に好ましくは、上記ユニキャストサービスの伝送のために用
いる第１部のサブシステムは、ＬＴＥシステムで規定されたユニキャストのサブフレーム
の構造を採用し、上記ＭＢＭＳの伝送のために用いる第２部のサブシステムは、ＬＴＥシ
ステムで規定されたＭＢＳＦＮのサブフレーム構造を採用する。
【００９７】
　また、上記ユニキャストサービスの伝送のために用いる第１部のサブシステムはｅ－Ｕ
ｎｉｃａｓｔのサブフレーム構造を採用し、当該ｅ－Ｕｎｉｃａｓｔのサブフレーム構造
は、下記のとおりである。すなわち、サブフレームの構造がＬＴＥシステムで規定される
サブフレームと同一であり、制御情報の伝送のためのＲＥを保留することなく、ＲＥの全
てをユニキャストサービスの伝送のために用いる。
【００９８】
　また、上記ＭＢＭＳの伝送のために用いる第２部のサブシステムはｅ－ＭＢＳＦＮのサ
ブフレーム構造を採用し、当該ｅ－ＭＢＳＦＮのサブフレーム構造は、下記のとおりであ
る。すなわち、フレーム内の全ての直交周波数分割多重シンボルに拡張ＣＰを用い、先頭
から１つ又は２つの直交周波数分割多重シンボルにセル固有の参照信号を挿入し、他の直
交周波数分割多重シンボルにＭＢＳＦＮ固有の参照信号を挿入し、サブフレームにおいて
参照信号以外の全てのＲＥをＭＢＭＳの伝送のために用い、上記セル固有の参照信号およ
びＭＢＳＦＮ固有の参照信号の挿入マッピングモードと、ＭＢＳＦＮのサブフレーム構造
に対するＬＴＥシステムで規定される挿入マッピングモードとが同一である。
【００９９】
　また、好ましくは、上記１又は複数の基礎帯域のそれぞれは同じ幅である。また、上記
１又は複数の基礎帯域における少なくとも１つは、その他の基礎帯域と異なる幅である。
更に好ましくは、上記１又は複数の基礎帯域のそれぞれは、ＬＴＥシステムにより規定さ
れた全ての帯域幅から選択されたものである。
【０１００】
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　また、好ましくは、上記１又は複数のキャリア周波数成分の少なくとも一部で制御情報
が伝送され、その他のキャリア周波数成分において制御情報の伝送のために用いるＲＥは
、ユニキャストサービス又はＭＢＭＳのために用いる。
【０１０１】
　本発明の第３方案として、ユニキャストサービスおよびＭＢＭＳの多重化送信方法を提
供し、所定のシステム総帯域幅が１又は複数のキャリア周波数成分における基礎帯域の集
合により成っており、かつ、上記１又は複数のキャリア周波数成分における少なくとも一
部で制御情報を伝送し、上記多重化送信方法は、制御情報とダウンリンクの基礎帯域との
マッピング情報、およびＭＢＳＦＮのサブフレームの配分情報を送信し、ダウンリンクの
基礎帯域のそれぞれに対して以下のステップを行なう。すなわち、制御情報とダウンリン
ク基礎帯域との上記マッピング情報に基づいて、上記ダウンリンクの基礎帯域において制
御情報が伝送されるか否かを判断する。そして、上記ダウンリンクの基礎帯域において上
記制御情報が伝送されない場合、上記ＭＢＳＦＮのサブフレームの配分情報に基づいて、
上記ダウンリンクの基礎帯域において現在スケジュールされているサブフレームがＭＢＳ
ＦＮのサブフレームであるか否かを判断する。そして、上記ダウンリンクの基礎帯域にお
いて現在スケジュールされている上記サブフレームがＭＢＳＦＮのサブフレームである場
合、ｅ－ＭＢＳＦＮのサブフレーム構造を用いてＭＢＭＳを伝送し、上記ダウンリンクの
基礎帯域において現在スケジュールされている上記サブフレームがＭＢＳＦＮのサブフレ
ームではない場合、ｅ－Ｕｎｉｃａｓｔのサブフレーム構造を用いてユニキャストサービ
スを伝送する。
【０１０２】
　好ましくは、上記多重化送信方法は、以下のステップを更に含む。すなわち、上記制御
情報を伝送するダウンリンクの基礎帯域を確定し、上記ＭＢＭＳのスケジューリングを行
ない、ＭＢＳＦＮのサブフレームの配分情報を確定し、上記ユニキャストサービスのスケ
ジューリングを行なう。
【０１０３】
　また、好ましくは、上記多重化送信方法は、以下のステップを更に含む。すなわち、上
記ダウンリンクの基礎帯域において上記制御情報が伝送される場合、上記ＭＢＳＦＮのサ
ブフレームの配分情報に基づいて、上記ダウンリンクの基礎帯域において現在スケジュー
ルされているサブフレームがＭＢＳＦＮのサブフレームであるか否かを判断する。そして
、ダウンリンクの基礎帯域において現在スケジュールされている上記サブフレームがＭＢ
ＳＦＮのサブフレームである場合、ＬＴＥシステムで規定されたＭＢＳＦＮのサブフレー
ム構造を用いてＭＢＭＳを伝送する。そして、上記ダウンリンクの基礎帯域において現在
スケジュールされている上記サブフレームがマルチキャスト単一周波数ネットワークのサ
ブフレームではない場合、ＬＴＥシステムで規定されたユニキャストのサブフレーム構造
を用いて、ユニキャストサービスを伝送する。
【０１０４】
　本発明の第４方案として、ユニキャストサービスおよびＭＢＭＳの多重化受信方法を提
供し、そのうち、所定のシステム総帯域幅が１又は複数のキャリア周波数成分における基
礎帯域の集合により成っており、かつ、上記１又は複数のキャリア周波数成分における少
なくとも一部で制御情報を伝送し、上記多重化受信方法は、制御情報とダウンリンクの基
礎帯域とのマッピング情報、およびＭＢＳＦＮのサブフレームの配分情報を取得し、ダウ
ンリンクの基礎帯域のそれぞれに対して、以下のステップを行なう。すなわち、制御情報
とダウンリンクの基礎帯域との上記マッピング情報に基づいて、上記ダウンリンクの基礎
帯域において制御情報が伝送されたか否かを判断する。そして、上記ダウンリンクの基礎
帯域において上記制御情報が伝送されてない場合、上記ＭＢＳＦＮのサブフレームの配分
情報に基づいて、上記ダウンリンクの基礎帯域において現在スケジュールされているサブ
フレームであるか否かを判断する。そして、上記ダウンリンクの基礎帯域において現在ス
ケジュールされている上記サブフレームがＭＢＳＦＮのサブフレームである場合、当該Ｍ
ＢＳＦＮのサブフレームにおけるユニキャスト参照信号を用いてチャネルを推定し、当該
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ＭＢＳＦＮのサブフレームに、使用中のユーザ向けのＭＢＭＳが含まれているか否かを判
断する。そして、上記ＭＢＳＦＮのサブフレームに、使用中のユーザ向けのＭＢＭＳが含
まれている場合、ｅ－ＭＢＳＦＮのサブフレームフォーマットに応じて、ＭＢＭＳの受信
を行なう。
【０１０５】
　好ましくは、上記多重化受信方法は、以下のステップを更に含む。すなわち、上記ダウ
ンリンクの基礎帯域において現在スケジュールされている上記サブフレームがＭＢＳＦＮ
のサブフレームではない場合、その他の基礎帯域から取得したユニキャストサービスの制
御情報に基づいて、ｅ－Ｕｎｉｃａｓｔのサブフレームフォーマットに応じて、ユニキャ
ストサービスの受信を行なう。
【０１０６】
　また、好ましくは、上記多重化受信方法は、以下のステップを更に含む。すなわち、上
記ダウンリンクの基礎帯域において上記制御情報が伝送される場合、上記ＭＢＳＦＮのサ
ブフレームの配分情報に基づいて、上記ダウンリンクの基礎帯域において現在スケジュー
ルされている上記サブフレームがＭＢＳＦＮのサブフレームであるか否かを判断する。そ
して、上記ダウンリンクの基礎帯域において現在スケジュールされている上記サブフレー
ムがＭＢＳＦＮのサブフレームである場合、ＭＢＳＦＮのサブフレームからユニキャスト
サービスの制御情報を受信して、当該ＭＢＳＦＮのサブフレームに、使用中のユーザ向け
のＭＢＭＳが含まれている否かを判断する。そして、上記ＭＢＳＦＮのサブフレームに、
使用中のユーザ向けのＭＢＭＳが含まれている場合、ＬＴＥで規定されるＭＢＳＦＮのサ
ブフレームフォーマットに応じて、ＭＢＭＳの受信を行なう。そして、上記ダウンリンク
の基礎帯域において現在スケジュールされている上記サブフレームがＭＢＳＦＮのサブフ
レームではない場合、現在スケジュールされているサブフレームからユニキャストサービ
スの制御情報を受信して、ＬＴＥシステムで規定されるユニキャストのサブフレームフォ
ーマットに応じて、ユニキャストサービスの受信を行なう。
【０１０７】
　以上の本発明の方案によれば、本発明は、ＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄの基礎帯域ごとに
１つの物理層を処理する経路を形成し、かつ、新しいＭＢＳＦＮのサブフレーム構造を採
用して、スケジューリング方式により、ダウンリンクの制御情報に占有されるリソースを
圧縮することができ、１つのスケジューリング・サブフレームの中において周波数分割多
重方式によるユニキャストとＭＢＭＳとの多重利用を実現する。したがって、本発明は、
従来のＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄシステムにおいて、ＭＢＭＳをスケジューリングし伝送
する１つのサブフレーム中に１種類のサブフレームフォーマットのみを採用することによ
り発生するリソースの無駄を、有効に解決することができ、ＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄシ
ステムにおけるＭＢＭＳとユニキャストサービスとの多重伝送に応用できる。
【０１０８】
　前述の如く、本発明の詳細について具体的な実施の形態に基づき説明してきたが、本発
明の範囲を逸脱しない限り、各種の変形が可能なのは明らかである。従って、本発明の範
囲は、上述した各実施形態に限定されるものではなく、特許請求の範囲のみならず、その
範囲と均等なものにより定められるべきである。
【産業上の利用可能性】
【０１０９】
　本発明は、基地局装置および移動局装置から構成される移動通信システムに用いること
ができる。特に、ユニキャストサービスとマルチメディアブロードキャスト・マルチキャ
ストサービスとを多重して伝送する移動通信システムに好適に用いることができる。
【符号の説明】
【０１１０】
　２００　スケジューリングユニット
　２０１　スクランブルユニット
　２０２　変調ユニット
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　２０３　層マッピングユニット
　２０４　プリエンコードユニット
　２０５　リソースマッピングユニット
　２０６　ＩＦＦＴユニット
　２０７　ＣＰ挿入ユニット
　２０８　ＣＰ長情報取得ユニット
　２０９　Ｄ／Ａ変換ユニット
　３０１　フィルタユニット
　３０２　Ａ／Ｄ変換ユニット
　３０３　ＣＰ除去ユニット
　３０４　ＣＰ長情報取得ユニット
　３０５　ＦＦＴユニット
　３０６　リソースマッピング解除ユニット
　３０７　プリエンコード解除ユニット
　３０８　層マッピング解除ユニット
　３０９　復調ユニット
　３１０　アンスクランブルユニット
　３１１　データ組合せユニット

【図１】 【図２】
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