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(57)【要約】
【課題】ベースステーションへ送信されるべきアップリ
ンクメッセージを生成するための方法、装置、及びコン
ピュータ読み取り可能なメディア上で実施されるコンピ
ュータプログラムを提供する。
【解決手段】生成されたアップリンクメッセーズは、ア
クセスされたデータに基づくサウンディングリファレン
ス信号を含む。アップリンクメッセージの送信に応答し
てベースステーションからダウンリンクを経てアップリ
ンクスケジューリンググラント信号が受信される。その
受信したアップリンクスケジューリンググラント信号に
応答してアップリンクデータ送信がベースステーション
へ送信される。
【選択図】図９Ａ
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ベースステーションへ送信されるべきアップリンクメッセージを生成するステップであ
って、その生成されたアップリンクメッセージが、アクセスされたデータに基づくサウン
ディングリファレンス信号を含むようにするステップと、
　前記アップリンクメッセージの送信に応答してベースステーションからダウンリンクを
経てアップリンクスケジューリンググラント信号を受信するステップと、
　前記受信したアップリンクスケジューリンググラント信号に応答してアップリンクデー
タ送信をベースステーションへ送信するステップと、
を備えた方法。
【請求項２】
　リファレンス信号シーケンスに関連したデータを記憶し、リファレンス信号シーケンス
間の希望のサイクリックシフト分離を形成すると共に、ツリーベース帯域巾指定をサポー
トするステップであって、前記データは、ユーザインターフェイス又はベースステーショ
ンから受け取られるものであるステップを更に備えた、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　既存の復調リファレンス信号に基づいて前記サウンディングリファレンス信号を形成す
るステップと、
　ツリーベースの帯域巾指定をサポートするために前記サウンディングリファレンス信号
を選択するステップと、
　最大サイクリックシフト分離を与えるように前記サウンディングリファレンス信号を適
応させるステップと、
を更に備えた請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　既存の復調リファレンス信号シグナルに基づいて前記サウンディングリファレンス信号
を形成するときに少なくとも物理的アップリンク制御チャンネルに対して充分な帯域巾を
予約するステップと、
　既存の復調リファレンス信号シグナルに基づいて前記サウンディングリファレンス信号
を形成するときに離散的フーリエ変換及び繰り返しファクタサイズに基づいて帯域巾割り
当てを選択するステップと、
　前記サウンディングリファレンス信号の帯域巾が４つのリソースブロックの倍数である
ときに８で分割できるサウンディングリファレンス信号シーケンス長さを生じるように８
つのサイクリックシフト間に最大サイクリックシフト分離を構成するステップと、
を更に備えた請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　物理的アップリンク制御チャンネルに対して予約するに充分な帯域巾を決定するステッ
プを更に備えた、請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　物理的アップリンク制御チャンネルに対して予約されるべき少なくとも２つのリソース
ブロックを構成するステップを更に備えた、請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記復調リファレンス信号シグナルは、希望の離散的フーリエ変換及び繰り返しファク
タサイズを含み、そして
　前記離散的フーリエ変換サイズは、２、３又は５である、請求項４に記載の方法。
【請求項８】
　大きな帯域巾を小さな帯域巾で均一に分割できるサウンディングリファレンス信号帯域
巾の選択に基づいて前記ツリーベース帯域巾指定をサポートするステップを更に備えた、
請求項３に記載の方法。
【請求項９】
　考えられるサイクリックシフト間のサイクリックシフト分離が最大にされ、そして
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　前記サイクリックシフトは、シーケンス長さ及び考えられるサイクリックシフトの数に
基づく、請求項３に記載の方法。
【請求項１０】
　前記サイクリックシフトは、ベースステーションから受け取られたサイクリックシフト
指示子にシーケンス長さを乗算しそして考えられるサイクリックシフトの数で除算したも
のであり、そして
　前記考えられるサイクリックシフトの数は、８である、請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　前記サウンディングリファレンス信号の帯域巾は、最小４個のリソースブロックを含む
、請求項１に記載の方法。
【請求項１２】
　サイクリックシフトの時間ドメイン発生に関連した式１、即ち、

但し、考えられるサイクリックシフト値（cyclic_shift_value_SRS）は、０、１、・・・
７である、
を使用して記号におけるサイクリックシフトの実際量を計算するステップを更に備えた、
請求項１に記載の方法。
【請求項１３】
　離散的フーリエ変換の基本的特性を利用することにより対応するサイクリックシフトを
発生するステップと、
　ｊ＝ｓｑｒｔ(－１)とし、Ｎをシーケンスの長さとすれば、シーケンス離散的フーリエ
変換のｎ番目の要素にexp（ｊ２πln／Ｎ）を乗算することにより、１のサイクリックシ
フトを発生するステップと、
　ＳＲＳシーケンス離散的フーリエ変換のｎ番目の要素にexp（ｊ２πｎ ｘ cyclic_shif
t_symbols_SRS／SRS_length）＝exp（ｊ２πｎ ｘ cyclic_shift_value_SRS／８）を乗算
することにより、周波数ドメインにおいて、式１のサイクリックシフトを実現するステッ
プと、
を更に備えた請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
　サウンディングリソース信号割り当て帯域巾を含むアップリンクメッセージを移動ステ
ーションから受信するステップと、
　ダウンリンクを経て移動ステーションへアップリンクスケジューリンググラント信号を
送信するステップと、
　その送信されたアップリンクスケジューリンググラント信号に応答してアップリンクデ
ータ送信を移動ステーションから受信するステップと、
を備えた方法。
【請求項１５】
　既存の復調リファレンス信号に基づいて前記サウンディングリファレンス信号を形成す
るステップと、
　ツリーベースの帯域巾指定をサポートするために前記サウンディングリファレンス信号
を選択するステップと、
　最大サイクリックシフト分離を与えるように前記サウンディングリファレンス信号を適
応させるステップと、
を更に備えた請求項１４に記載の方法。
【請求項１６】
　物理的アップリンク制御チャンネルに対して予約される帯域巾を含むようにアップリン
クメッセージを構成するステップを更に備えた、請求項１４に記載の方法。
【請求項１７】
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　物理的アップリンク制御チャンネルに対して予約されるべき２つのリソースブロックを
構成するステップを更に備えた、請求項１６に記載の方法。
【請求項１８】
　前記復調リファレンス信号シグナルは、希望の離散的フーリエ変換、及び２、３又は５
の繰り返しファクタサイズを含む、請求項１４に記載の方法。
【請求項１９】
　大きな帯域巾を小さな帯域巾で均一に分割できるサウンディングリファレンス信号帯域
巾の選択に基づいて前記ツリーベース帯域巾指定をサポートするステップを更に備えた、
請求項１４に記載の方法。
【請求項２０】
　考えられるサイクリックシフト間のサイクリックシフト分離が最大にされ、そして
　前記サイクリックシフトは、シーケンス長さ及び考えられるサイクリックシフトの数に
基づく、請求項１４に記載の方法。
【請求項２１】
　４つのリソースブロックをもつ最小サウンディングリファレンス信号帯域巾を与えるス
テップを更に備えた、請求項１４に記載の方法。
【請求項２２】
　サウンディングリファレンス信号を含む生成されたアップリンクメッセージをベースス
テーションへ送信するように構成された送信器と、
　ベースステーションからダウンリンクを経てアップリンクスケジューリンググラント信
号を受信するように構成された受信器と、
を備え、前記送信器は、更に、その受信されたアップリンクスケジューリンググラント信
号に応答してアップリンクデータ送信をベースステーションへ送信するように構成された
装置。
【請求項２３】
　リファレンス信号シーケンスに関連したデータを記憶し、リファレンス信号シーケンス
間の希望のサイクリックシフト分離を形成すると共に、ツリーベース帯域巾指定をサポー
トするように構成された記憶装置を更に備え、前記データは、ユーザインターフェイス又
はベースステーションから受け取られるものである、請求項２２に記載の装置。
【請求項２４】
　前記プロセッサは、更に、
　既存の復調リファレンス信号に基づいて前記サウンディングリファレンス信号を形成し
、
　ツリーベースの帯域巾指定をサポートするために前記サウンディングリファレンス信号
を選択し、そして
　最大サイクリックシフト分離を与えるように前記サウンディングリファレンス信号を適
応させる、
ように構成された請求項２２に記載の装置。
【請求項２５】
　前記プロセッサは、更に、
　既存の復調リファレンス信号シグナルに基づいて前記サウンディングリファレンス信号
を形成するときに物理的アップリンク制御チャンネルに対して充分な帯域巾を予約し、
　既存の復調リファレンス信号シグナルに基づいて前記サウンディングリファレンス信号
を形成するときに離散的フーリエ変換及び繰り返しファクタサイズに基づいて帯域巾割り
当てを選択し、そして
　前記サウンディングリファレンス信号の帯域巾が４つのリソースブロックの倍数である
ときに８で分割できるサウンディングリファレンス信号シーケンス長さを生じるように８
つのサイクリックシフト間のサイクリックシフト分離を最大にする、
ように構成された請求項２４に記載の装置。
【請求項２６】
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　前記プロセッサは、更に、物理的アップリンク制御チャンネルに対して予約するに充分
な帯域巾を決定するように構成された、請求項２５に記載の装置。
【請求項２７】
　プロトコルアップリンク制御チャンネルに対して２つのリソースブロックが予約される
、請求項２６に記載の装置。
【請求項２８】
　前記復調リファレンス信号シグナルは、希望の離散的フーリエ変換及び繰り返しファク
タサイズを含み、そして
　前記離散的フーリエ変換サイズは、２、３又は５である、請求項２５に記載の装置。
【請求項２９】
　前記プロセッサは、更に、大きな帯域巾を小さな帯域巾で均一に分割できるサウンディ
ングリファレンス信号帯域巾の選択に基づいて前記ツリーベース帯域巾指定をサポートす
るように構成された、請求項２４に記載の装置。
【請求項３０】
　考えられるサイクリックシフト間のサイクリックシフト分離が最大にされ、そして
　前記サイクリックシフトは、シーケンス長さ及び考えられるサイクリックシフトの数に
基づく、請求項２４に記載の装置。
【請求項３１】
　前記サイクリックシフトは、ベースステーションから受け取られたサイクリックシフト
指示子にシーケンス長さを乗算しそして考えられるサイクリックシフトの数で除算したも
のであり、そして
　前記考えられるサイクリックシフトの数は、８である、請求項３０に記載の装置。
【請求項３２】
　前記サウンディングリファレンス信号の帯域巾は、最小４個のリソースブロックを含む
、請求項２２に記載の装置。
【請求項３３】
　サイクリックシフトの時間ドメイン発生に関連した式１、即ち、

但し、考えられるサイクリックシフト値（cyclic_shift_value_SRS）は、０、１、・・・
７である、
を使用して記号におけるサイクリックシフトの実際量を計算するように構成された計算器
を更に備えた、請求項２２に記載の装置。
【請求項３４】
　離散的フーリエ変換の基本的特性を利用することにより対応するサイクリックシフトを
発生するように構成されたジェネレータと、
　ｊ＝ｓｑｒｔ(－１)とし、Ｎをシーケンスの長さとすれば、シーケンス離散的フーリエ
変換のｎ番目の要素にexp（ｊ２πln／Ｎ）を乗算することにより、１のサイクリックシ
フトを発生するように構成された別のジェネレータと、
　ＳＲＳシーケンス離散的フーリエ変換のｎ番目の要素にexp（ｊ２πｎ ｘ cyclic_shif
t_symbols_SRS／SRS_length）＝exp（ｊ２πｎ ｘ cyclic_shift_value_SRS／８）を乗算
することにより、周波数ドメインにおいて、式１のサイクリックシフトを実現するように
構成された実現ユニットと、
を更に備えた請求項２２に記載の装置。
【請求項３５】
　サウンディングリソース信号割り当て帯域巾を含むアップリンクメッセージを受信する
ように構成された受信器と、
　ダウンリンクを経て移動ステーションへアップリンクスケジューリンググラント信号を
送信するように構成された送信器と、



(6) JP 2011-512705 A 2011.4.21

10

20

30

40

50

を備え、前記受信器は、更に、その送信されたアップリンクスケジューリンググラント信
号に応答してアップリンクデータ送信を移動ステーションから受信するように構成された
、装置。
【請求項３６】
　前記サウンディングリファレンス信号は、既存の復調リファレンス信号シグナルに基づ
いて形成され、ツリーベースの帯域巾指定をサポートするように選択され、そして最大の
サイクリックシフト分離を与えるように適応されるよう構成される、請求項３５に記載の
装置。
【請求項３７】
　前記アップリンクメッセージは、物理的なアップリンク制御チャンネルに対して予約さ
れる帯域巾を含むように構成される、請求項３５に記載の装置。
【請求項３８】
　プロトコルアップリンク制御チャンネルに対して２つのリソースブロックが予約される
、請求項３７に記載の装置。
【請求項３９】
　前記復調リファレンス信号シグナルは、希望の離散的フーリエ変換、及び２、３又は５
の繰り返しファクタサイズを含むように構成された、請求項３５に記載の装置。
【請求項４０】
　前記ツリーベース帯域巾指定は、大きな帯域巾を小さな帯域巾で均一に分割できるサウ
ンディングリファレンス信号帯域巾の選択に基づいてサポートされるように構成された、
請求項３５に記載の装置。
【請求項４１】
　考えられるサイクリックシフト間のサイクリックシフト分離が最大にされ、そして
　前記サイクリックシフトは、シーケンス長さ及び考えられるサイクリックシフトの数に
基づく、請求項３５に記載の装置。
【請求項４２】
　最小のサウンディングリファレンス信号を与えることは、最小４つのリソースブロック
が与えられるように構成される、請求項３５に記載の装置。
【請求項４３】
　サウンディングリファレンス信号を含む生成されたアップリンクメッセージをベースス
テーションへ送信するための送信手段と、
　ベースステーションからダウンリンクを経てアップリンクスケジューリンググラント信
号を受信するための受信器手段と、
を備え、前記送信のための送信手段は、その受信されたアップリンクスケジューリンググ
ラント信号に応答してアップリンクデータ送信をベースステーションへ送信する、装置。
【請求項４４】
　サウンディングリソース信号割り当て帯域巾を含むアップリンクメッセージを受信する
ための受信手段と、
　ダウンリンクを経て移動ステーションへアップリンクスケジューリンググラント信号を
送信するための送信手段と、
を備え、前記受信手段は、その送信されたアップリンクスケジューリンググラント信号に
応答してアップリンクデータ送信を移動ステーションから受信する、装置。
【請求項４５】
　コンピュータ読み取り可能なメディアで実施されるコンピュータプログラムにおいて、
　ベースステーションへ送信されるべきアップリンクメッセージであって、アクセスされ
たデータに基づくサウンディングリファレンス信号を含むアップリンクメッセージを生成
するステップと、
　前記アップリンクメッセージの送信に応答してベースステーションからダウンリンクを
経てアップリンクスケジューリンググラント信号を受信するステップと、
　その受信されたアップリンクスケジューリンググラント信号に応答してアップリンクデ
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ータ送信をベースステーションへ送信するステップと、
を備えた方法を実行するためのプロセスを制御するように構成された、コンピュータプロ
グラム。
【請求項４６】
　コンピュータ読み取り可能なメディアで実施されるコンピュータプログラムにおいて、
　サウンディングリソース信号割り当て帯域巾を含むアップリンクメッセージを受信する
ステップと、
　ダウンリンクを経て移動ステーションへアップリンクスケジューリンググラント信号を
送信するステップと、
　その送信されたアップリンクスケジューリンググラント信号に応答してアップリンクデ
ータ送信を移動ステーションから受信するステップと、
を備えた方法を実行するためのプロセスを制御するように構成された、コンピュータプロ
グラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ユニバーサル移動テレコミュニケーションシステム（ＵＭＴＳ）地上無線ア
クセスネットワーク（ＵＴＲＡＮ）ロングタームエボリューション（ＬＴＥ）のアップリ
ンク（ＵＬ）送信に係る。より詳細には、本発明は、サウンディングリファレンス信号（
ＳＲＳ）送信及び構成に係る。
【０００２】
　本出願は、２００８年１月８日に出願された米国プロビジョナル特許出願第６１／００
６，６３４号、及び２００８年２月５日に出願された米国プロビジョナル特許出願第６１
／００６，９０１号の優先権を主張する。これら出願の開示は、参考としてここにそのま
ま援用する。
【背景技術】
【０００３】
　ワイヤレス通信ネットワークは、良く知られており、絶えず進化している。例えば、ユ
ニバーサル移動テレコミュニケーションシステム（ＵＭＴＳ）は、第３世代（３Ｇ）セル
ラー電話テクノロジーの１つである。現在、ＵＭＴＳの最も一般的な形態は、ワイドバン
ドコード分割多重アクセス（Ｗ－ＣＤＭＡ）を、第３世代パートナーシッププロジェクト
（３ＧＰＰ）により規格化された基礎的エアインターフェイスとして使用している。
【０００４】
　現在、世界的規模のＵＭＴＳネットワークは、ダウンリンクパケットデータのデータレ
ート及び容量を高めるためにアップグレードされつつある。ＵＭＴＳの更なる競争力を確
保するため、ＵＭＴＳロングタームエボリューション（ＬＴＥ）の種々のコンセプトが、
高データレート、短待ち時間及びパケット最適化無線アクセス技術を達成すべく研究され
ている。
【０００５】
　３ＧＰＰ　ＬＴＥ（ロングタームエボリューション）は、ＵＭＴＳ移動電話規格を改善
して将来の要求に対処するための第３世代パートナーシッププロジェクト内のプロジェク
トに与えられた名前である。このプロジェクトの目標は、効率を改善し、コストを下げ、
サービスを改善し、新スペクトルの機会を利用し、そして他のオープン規格と良好に統合
することを含む。ＬＴＥプロジェクトは、１つの規格ではなく、ＵＭＴＳシステムのほと
んどの又は完全な拡張及び変更を含むＵＭＴＳ規格の進化した新規なリリース８を生じさ
せる。
【０００６】
　進化したＵＭＴＳを含むいわゆる“４Ｇ”ネットワークの特徴は、それらが、基本的に
、インターネットのコアプロトコルである送信制御プロトコル／インターネットプロトコ
ル（ＴＣＰ／ＩＰ）に基づくものであり、ボイス、ビデオ及びメッセージングのような高
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レベルサービスを内蔵していることである。
【０００７】
　サウンディングリファレンス信号（ＳＲＳ）は、一般に、ユーザ装置（ＵＥ）から送信
するための最良のリソースユニット（ＲＵ）を見出すために、ノードＢ（即ち、ベースス
テーション）に対して広い帯域巾で送信される。しかしながら、最大ＵＥ送信電力には制
約があるために、チャンネルクオリティ指示（ＣＱＩ）測定精度は、ＳＲＳ信号が質低下
したとき、例えば、セルの縁付近に位置するＵＥがＳＲＳを送信するときに、質低下する
ことがある。ＳＲＳのこの質低下は、最適なＲＵ指定において、又、変調・コードスキー
ム（ＭＣＳ）の選択において、エラーを引き起こすことがある。それ故、ＵＥからのＳＲ
Ｓの送信の改善は、最大ユーザスループットを達成する上で助けとなる。従って、ＳＲＳ
は、ＵＬデータ送信のためのＰＵＳＣＨに対しチャンネル認識スケジューリング及び高速
リンク適応を可能にするように設計することができる。又、ＳＲＳは、物理的アップリン
ク共有チャンネル（ＰＵＳＣＨ）及び物理的アップリンク制御チャンネル（ＰＵＣＣＨ）
の両方に対する閉ループ電力制御（ＰＣ）のためのリファレンス信号（ＲＳ）としても使
用される。
【０００８】
　現在のＬＴＥでは、ＳＲＳの態様は、ＵＥにより、例えば、無線リソース制御（ＲＲＣ
）シグナリングの一部分としてセミ・スタティックに構成することができる。特に、ＵＥ
は、ノードＢへのアップリンク通信の一部分として種々の属性を指定することができる。
例えば、ＳＲＳの変化を利用して、ＵＥにより使用される帯域巾（ＢＷ）を変更すること
ができ、例えば、所与の動作帯域巾に対して狭帯域又は広帯域のＳＲＳ　ＢＷを要求する
ことができる。帯域巾を調整するときに、ＳＲＳ送信は、理想的には、ＰＵＣＣＨの領域
をパンクチャリングしてはならず、これは、持続性ＰＵＳＣＨでも生じることがある。
【０００９】
　又、ＵＥは、ＳＲＳの時間巾を調整することもできる。例えば、ＳＲＳは、「ワンショ
ット」送信として定義されてもよいし、或いはディスエイブルされるか又はセッションの
終了まで有効な不定の送信として定義されてもよい。ＵＥは、更に、ＳＲＳの周期を調整
することもできる。例えば、周期は、２、５、１０、２０、４０、８０、１６０、又はＸ
ｍｓでよい。ＵＥは、更に、以下に詳細に述べるように、３ビットのサイクリックシフト
を含むようにＳＲＳを調整することもできる。
【００１０】
　又、ＳＲＳシーケンスのサイクリックシフトは、３ビットで指示されると決定されてい
る。３ビットを使用して、２3即ち８個の異なるサイクリックシフト値を指示することが
できる。しかしながら、発生する問題は、ＳＲＳリソースとリソースとの間のサイクリッ
クシフト分離をどのように最大にするかである。
【００１１】
　ＳＲＳの上述したＵＥベースのカスタマイズのために発生する別の問題は、最大のサイ
クリックシフト分離でのコードツリーベースの帯域巾指定をサポートすることである。
【００１２】
　異なる送信帯域巾でＳＲＳの効率的な指定を行うために、従来の１つのスキームは、ツ
リー構造での直交可変拡散ファクタ（ＯＶＳＦ）コード指定に基づいて帯域巾指定を与え
る。ここでは、ＯＶＳＦを参照して説明するが、ウォルシュコードのような他のツリーベ
ース指定も知られており、別の態様で使用できることが明らかである。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　ＯＶＳＦ及び他のツリーベースコードは、種々のセル配備シナリオにおいてユーザのス
ループット性能を最大にするためにシステム帯域巾より狭い送信帯域巾でＳＲＳのための
ホッピングベース及び局所化ベースの両多重化をサポートすることができる。更に、従来
のスキームは、ＯＶＳＦコードツリーの岐路のスイッチングに基づいて効率的なＳＲＳホ
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ッピング方法を達成するように適応される。しかしながら、この従来のスキームは、３Ｇ
ＰＰにおいてなされる現在のＳＲＳ仮定を考慮するものではない。例えば、このスキーム
は、ＳＲＳ送信がＰＵＣＣＨ領域をパンクチャリングする場合、又はＳＲＳに対してある
ＢＷオプションが許される場合には、適切に機能しないことがある。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　現在の技術状況に応答して、特に、現在利用できる通信システムテクノロジーによって
完全に解決されていない技術上の問題やニーズに応答して、幾つかの実施形態が開発され
た。従って、サウンディングリファレンス信号の構成方法、装置、及びコンピュータ読み
取り可能なメディア上で実施されるコンピュータプログラムを提供するために、幾つかの
実施形態が開発された。
【００１５】
　一実施形態によれば、ベースステーションへ送信されるべきアップリンクメッセージを
生成するステップであって、その生成されたアップリンクメッセージが、アクセスされた
データに基づくサウンディングリファレンス信号を含むようにするステップを備えた方法
が提供される。この方法は、アップリンクメッセージの送信に応答してベースステーショ
ンからダウンリンクを経てアップリンクスケジューリンググラント信号を受信するステッ
プも備えている。更に、この方法は、受信したアップリンクスケジューリンググラント信
号に応答してアップリンクデータ送信をベースステーションへ送信するステップも備えて
いる。
【００１６】
　別の実施形態によれば、サウンディングリソース信号割り当て帯域巾を含むアップリン
クメッセージを移動ステーションから受信するステップを備えた方法が提供される。この
方法は、ダウンリンクを経て移動ステーションへアップリンクスケジューリンググラント
信号を送信するステップも備えている。又、この方法は、その送信されたアップリンクス
ケジューリンググラント信号に応答してアップリンクデータ送信を移動ステーションから
受信するステップも備えている。
【００１７】
　別の実施形態によれば、サウンディングリファレンス信号を含む生成されたアップリン
クメッセージをベースステーションへ送信するように構成された送信器を備えた装置が提
供される。又、この装置は、ベースステーションからダウンリンクを経てアップリンクス
ケジューリンググラント信号を受信するように構成された受信器も備えている。送信器は
、更に、その受信されたアップリンクスケジューリンググラント信号に応答してアップリ
ンクデータ送信をベースステーションへ送信するように構成される。
【００１８】
　別の実施形態によれば、サウンディングリソース信号割り当て帯域巾を含むアップリン
クメッセージを受信するように構成された受信器を備えた装置が提供される。この装置は
、ダウンリンクを経て移動ステーションへアップリンクスケジューリンググラント信号を
送信するように構成された送信器も備えている。受信器は、更に、その送信されたアップ
リンクスケジューリンググラント信号に応答してアップリンクデータ送信を移動ステーシ
ョンから受信するように構成される。
【００１９】
　別の実施形態によれば、サウンディングリファレンス信号を含む生成されたアップリン
クメッセージをベースステーションへ送信するための送信手段を備えた装置が提供される
。又、この装置は、ベースステーションからダウンリンクを経てアップリンクスケジュー
リンググラント信号を受信するための受信器手段も備えている。送信のための送信手段は
、その受信されたアップリンクスケジューリンググラント信号に応答してアップリンクデ
ータ送信をベースステーションへ送信する。
【００２０】
　別の実施形態によれば、サウンディングリソース信号割り当て帯域巾を含むアップリン
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クメッセージを受信するための受信手段を備えた装置が提供される。又、この装置は、ダ
ウンリンクを経て移動ステーションへアップリンクスケジューリンググラント信号を送信
するための送信手段も備えている。受信手段は、その送信されたアップリンクスケジュー
リンググラント信号に応答してアップリンクデータ送信を移動ステーションから受信する
。
【００２１】
　別の実施形態によれば、コンピュータ読み取り可能なメディア上で実施されるコンピュ
ータプログラムであって、方法を実行するためのプロセスを制御するように構成されたコ
ンピュータプログラムが提供される。この方法は、ベースステーションへ送信されるべき
アップリンクメッセージであって、アクセスされたデータに基づくサウンディングリファ
レンス信号を含むアップリンクメッセージを生成するステップを備えている。又、この方
法は、アップリンクメッセージの送信に応答してベースステーションからダウンリンクを
経てアップリンクスケジューリンググラント信号を受信するステップも備えている。又、
この方法は、その受信されたアップリンクスケジューリンググラント信号に応答してアッ
プリンクデータ送信をベースステーションへ送信するステップも備えている。
【００２２】
　別の実施形態によれば、コンピュータ読み取り可能なメディア上で実施されるコンピュ
ータプログラムであって、方法を実行するためのプロセスを制御するように構成されたコ
ンピュータプログラムが提供される。この方法は、サウンディングリソース信号割り当て
帯域巾を含むアップリンクメッセージを受信するステップを備えている。この方法は、ダ
ウンリンクを経て移動ステーションへアップリンクスケジューリンググラント信号を送信
するステップも備えている。又、この方法は、その送信されたアップリンクスケジューリ
ンググラント信号に応答してアップリンクデータ送信を移動ステーションから受信するス
テップも備えている。
【００２３】
　本実施形態の効果を容易に理解するために、前記で簡単に述べた実施形態を、添付図面
に示す特定の実施形態を参照して詳細に説明する。これら図面が典型的な実施形態を示す
に過ぎず、それ故、本発明の範囲を限定するものでないことを理解した上で、添付図面を
使用して実施形態を詳細に述べる。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】ＵＭＴＳシステムの高レベル回路図である。
【図２】一実施形態によるユーザ装置の高レベル回路図である。
【図３】一実施形態によるＳＲＳ帯域巾割り当てである。
【図４】一実施形態によるＳＲＳ帯域巾割り当て構成である。
【図５】一実施形態によるＳＲＳ帯域巾割り当て構成である。
【図６】チャンネル帯域巾による種々の送信のためのＳＲＳ送信帯域巾構成テーブルであ
る。
【図７】一実施形態によるＳＲＳ帯域巾割り当てである。
【図８】一実施形態によるＳＲＳ帯域巾割り当てのプロセスフローチャートである。
【図９Ａ】一実施形態によるＳＲＳ帯域巾割り当て方法を示す。
【図９Ｂ】一実施形態によるＳＲＳ帯域巾割り当て方法を示す。
【図１０Ａ】一実施形態により異なる最小サウンディングリファレンス信号帯域巾を使用
してサウンディングエラーを比較するためのチャートである。
【図１０Ｂ】一実施形態により異なる最小サウンディングリファレンス信号帯域巾を使用
してサウンディングエラーを比較するためのチャートである。
【図１１】一実施形態によりダイナミックに変化するＰＵＣＣＨ帯域巾を取り扱う方法を
示す。
【図１２】一実施形態により図１１のダイナミックに変化するＰＵＣＣＨ帯域巾を取り扱
う方法を示す規範的テーブルである。
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【発明を実施するための形態】
【００２５】
　一般的に説明されそして図面に示された本実施形態のコンポーネントは、広範な種々の
異なる構成で設計及び配置されることが容易に理解されよう。従って、添付図面に示され
た装置、システム及び方法の実施形態の以下の詳細な説明は、請求項に示す実施形態の範
囲を限定するものではなく、選択された実施形態を単に表すものに過ぎない。
【００２６】
　本明細書全体を通じて述べる実施形態の特徴、構造及び特性は、１つ以上の実施形態に
おいて適当に組み合わせることができる。例えば、本明細書全体において、「ある実施形
態」、「幾つかの実施形態」、又は同様の用語は、その実施形態に関連して述べた特定の
特徴、構造又は特性が少なくとも１つの実施形態に含まれることを意味する。従って、本
明細書全体にわたり、「ある実施形態において」、「幾つかの実施形態において」、「他
の実施形態において」又は同様の用語が現れたときには、必ずしもその全てが実施形態の
同じグループを指すものではなく、ここに述べる特徴、構造又は特性は、１つ以上の実施
形態において適当に組み合わせることもできる。
【００２７】
　上述した及び他の必要性に応じて、これら実施形態は、ＳＲＳリソースとリソースとの
間の最大サイクリックシフト分離をサポートするサウンディングリファレンス信号のため
の構成を与える。別の実施形態では、異なるＳＲＳ帯域巾のための実際のサイクリックシ
フト値を計算する方程式を、効率的なＳＲＳシグナリングスキームと共に開示する。特に
、幾つかの実施形態におけるＳＲＳ構成は、ＳＲＳ信号が既存の復調リファレンス信号（
ＤＭ　ＲＳ）信号に基づくところの３つの基準を使用して構築することができる。ＬＴＥ
リリース８に説明されたように、８個のパラレルサイクリックシフトに対して最大のサイ
クリックシフト分離が与えられ、コードツリーベースの帯域巾指定に対するサポートが与
えられる。更に、他の実施形態におけるＳＲＳ送信は、ＰＵＣＣＨ領域を「パンクチャリ
ング(puncturing)」のを防止するか、さもなければ、ＰＵＣＣＨに対して予約されたＲＢ
を経て送信するように試みることができる。同様に、他の実施形態では、ＳＲＳが持続性
ＰＵＳＣＨ割り当てをパンクチャリングするのも防止することができる。
【００２８】
　図１は、ＵＭＴＳシステム１００を示す。特に、ＵＭＴＳシステム１００は、１つ以上
のセル１０１を画成する１つ以上のノードＢ１１０と、１つ以上のセルに関連した複数の
ユーザ装置（ＵＥ）１２０とを備えている。ＵＥ１２０とノードＢ１１０との間の無線イ
ンターフェイスは、ＵＵ１３０と称される。
【００２９】
　ノードＢ１１０（ＬＴＥでは、増強型ノードＢ即ちｅＮＢとしても知られている）は、
ＢＴＳ（ベーストランシーバステーション）を表すためにＵＭＴＳにおいて使用される語
である。移動通信用グローバルシステム（ＧＳＭ）のベースステーションとは対照的に、
ノードＢ１１０は、ＷＣＤＭＡをエアトランスポートテクノロジーとして使用する。ノー
ドＢ１１０は、その周りを自由に移動する移動ステーション、即ちＵＥ１２０と直接通信
するために高周波送信器（１つ又は複数）及び受信器（１つ又は複数）を備えている。こ
の形式のセルラーネットワークでは、ＵＥ１２０は、互いに直接的に通信せず、ノードＢ
１１０と通信する。
【００３０】
　慣習的に、ノードＢ１１０は、最低限の機能を有し、ＲＮＣ（無線ネットワークコント
ローラ）により制御される。しかしながら、これは、高速ダウンリンクパケットアクセス
（ＨＳＤＰＡ）の出現と共に変化し、ここでは、短い応答時間中、ノードＢ１１０におい
て、あるロジック（例えば、再送信）が取り扱われる。
【００３１】
　ＬＴＥにおいてＷＣＤＭＡ技術を使用することにより、同じ又は異なるノードＢ１１０
に属し且つ異なるＲＮＣにより制御されるセルが重畳するのを許し且つ同じ周波数を使用
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して（実際に、ネットワーク全体を１つの周波数対だけで実施できる）、セル間のソフト
ハンドオーバーを達成できるようにする。
【００３２】
　ＷＣＤＭＡは、しばしば、ＧＳＭより高い周波数で動作するので、セルの範囲は、ＧＳ
Ｍのセルに比して著しく小さく、そしてＧＳＭの場合とは異なり、セルのサイズは、一定
ではない（「セル呼吸(cell breathing)」として知られた現象）。これは、多数のノード
Ｂ１１０と、３Ｇ（ＵＭＴＳ）ネットワークにおける入念なプランニングとを要求する。
しかしながら、ノードＢ１１０及びＵＥ１２０（ユーザ装置）における電力要求は、非常
に低い。
【００３３】
　ＬＴＥは、Ｅ－ＵＴＲＡＮと称される無線技術で増強されるので、ノードＢ（例えば、
ｅＮＢ）１１０は、装置がカバレージを与えるところのセル内での無線リソース管理及び
無線アクセス制御を取り扱うことができる。装置は、例えば、ｅＮＢ、ベースステーショ
ン又は無線ネットワークコントローラ（ＲＮＣ）でよい。それ故、ノードＢ１１０は、リ
ソース管理、入場制御、スケジューリングに関するタスク、及びチャンネルクオリティに
関する測定を遂行することができる。
【００３４】
　ノードＢ１１０は、更に、無線リンク接続１３０を経てＵＥ１２０とインターフェイス
することができる。ＬＴＥの物理的レイヤは、直交周波数分割多重アクセス（ＯＦＤＭＡ
）並びに複数入力及び複数出力（ＭＩＭＯ）データ送信を含む。例えば、ＬＴＥでは、Ｏ
ＦＤＭＡがダウンリンク送信に使用され、そして単一キャリアの周波数分割多重アクセス
（ＳＣ－ＦＤＭＡ）がアップリンク送信に使用される。送信周波数帯域は、ＯＦＤＭＡに
おいて互いに直交する複数のサブキャリアに分割されるので、各サブキャリアは、特定の
ＵＥ１２０へデータを送信することができる。その結果、サブキャリアのサブセットを個
々のＵＥ１２０へ指定することにより多重アクセスが達成される。しかしながら、ＳＣ－
ＦＤＭＡは、離散的フーリエ変換（ＤＦＴ）プリコード化ＯＦＤＭＡスキームの一形式で
ある。従って、ＳＣ－ＦＤＭＡは、単一キャリア変調、直交周波数ドメイン多重化、及び
周波数ドメインイコライゼーションを使用することができる。
【００３５】
　ノードＢ１１０は、典型的に、電力増幅器及びデジタル信号プロセッサ（図示せず）を
含む多数のコンポーネントに接続されたアンテナ（図示せず）を備えている。ノードＢ１
１０は、アンテナの構成及び形式に基づいて、セクタとも称される多数のセル１０１にサ
ービスすることができる。
【００３６】
　図１の説明を続けると、ＵＥ１２０は、ＧＳＭシステムの移動ステーションにほぼ対応
し、そして通信のためにエンドユーザにより直接使用される装置である。例えば、ＵＥ１
２０は、ハンドヘルド電話、ラップトップコンピュータのカード、又は他の装置でよい。
ＵＥ１２０は、ベースステーション、即ち３６シリーズの仕様書に指定された上述したノ
ードＢ１１０に接続される。これは、ＧＳＭシステムにおける移動ステーションにほぼ対
応する。
【００３７】
　更に、以下で詳細に説明するように、ＵＥ１２０は、ノードＢ１１０へ多数のメッセー
ジを送信し及び受信する。以下に述べるように、送信されるメッセージの１つは、ＳＲＳ
１０２を含む。ＳＲＳ１０２は、ノードＢ１１０から受け取られたデータ、ユーザインタ
ーフェイスにより受け取られたデータ、又はその両方に基づいて構成することができる。
その結果、ＳＲＳ１０２を含むメッセージは、ＵＥ１２０からノードＢ１１０へ送信する
ことができる。
【００３８】
　ＵＥ１２０は、典型的に、コアネットワークに向けて、移動管理、コール制御、セッシ
ョン管理、及びアイデンティティ管理を含むタスクを取り扱う。一般的に、対応するプロ
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トコルがノードＢ１１０を経て透過的に送信されて、ノードＢ１１０がプロトコル情報を
変化させ、使用し、又は理解することがないようにする。ＵＭＴＳバックエンドは、ＧＳ
Ｍ／ＵＭＴＳ無線ネットワーク（ＧＳＭエッジ無線アクセスネットワーク(ＧＥＲＡＮ)、
ＵＭＴＳ地上無線アクセスネットワーク(ＵＴＲＡＮ)、及び進化型ユニバーサル地上無線
アクセスネットワーク(Ｅ－ＵＴＲＡＮ)）、ＷｉＦｉ、ウルトラ移動ブロードバンド（Ｕ
ＭＢ）、及びマイクロ波アクセス用のワールドワイド相互運用性（ＷｉＭＡＸ）のような
種々の手段を経てアクセス可能となる。非ＵＭＴＳ無線ネットワークのユーザには、接続
をなすのに使用されるネットワークの信頼性に基づく異なるセキュリティレベルで、ＩＰ
ネットワークへのエントリーポイントが与えられる。ＧＳＭ／ＵＭＴＳネットワークのユ
ーザは、システムの各レベルでの全ての認証が単一のシステムによりカバーされるような
一体化システムを使用することができる。しかしながら、ユーザは、ＷｉＭＡＸ及び他の
同様のテクノロジーを経てＵＭＴＳネットワークにアクセスして、ＷｉＭＡＸ接続をある
仕方で取り扱い、例えば、メディアアクセス制御（ＭＡＣ）を経てそれら自身を認証する
か、或いは電子シリアルナンバー（ＥＳＮ）アドレス及びＵＭＴＳリンクアップを別の仕
方で取り扱うことができる。
【００３９】
　ＬＴＥ、リリース８において、進化型ユニバーサル地上無線アクセス（Ｅ－ＵＴＲＡＮ
）と称されるエアインターフェイスは、ワイヤレスネットワークを配備するＵＭＴＳオペ
レータにより使用することができる。Ｅ－ＵＴＲＡは、まだ洗練化されているところであ
るが、現在のＥ－ＵＴＲＡシステムは、ダウンリンク（塔からハンドセットへ）に対して
直交周波数分割多重アクセス（ＯＦＤＭＡ）をそしてアップリンクに対して単一キャリア
の周波数分割多重アクセス（ＳＣ－ＦＤＭＡ）を使用すると共に、ステーション当たり４
つまでのアンテナで複数入力／複数出力（ＭＩＭＯ）を使用する。トランスポートブロッ
クのためのチャンネルコード化スキームは、ターボコーディング及びコンテンションフリ
ーの二次順列多項式（ＱＰＰ）ターボコードインターナルインターリーバーである。
【００４０】
　直交周波数分割多重化（ＯＦＤＭ）を使用することで、即ち利用可能なスペクトルを、
各々異なる周波数にあって且つ各々信号の一部分を搬送する数千の非常に細いキャリアへ
と分割するシステムを使用することで、Ｅ－ＵＴＲＡは、スペクトルの使用について、３
Ｇプロトコルに使用される古いＣＤＭＡベースのシステムより著しい融通性をもつことが
できる。ＣＤＭＡネットワークは、典型的に、高いチップレートを維持し、従って、効率
を最大にするために、スペクトルの大きなブロックを各キャリアに割り当てることを要求
する。ＯＦＤＭは、ＣＤＭＡより高いリンクスペクトル効率を有し、そして６４ＱＡＭの
ような変調フォーマット及びＭＩＭＯのような技術と比較したときに、Ｅ－ＵＴＲＡは、
典型的に、高速ダウンリンクパケットアクセス（ＨＳＤＰＡ）及び高速アップリンクパケ
ットアクセス（ＨＳＵＰＡ）をもつＷ－ＣＤＭＡより効率が高い。
【００４１】
　ＬＴＥ、リリース８において、ＯＦＤＭダウンリンクのサブキャリア間隔は１５ｋＨｚ
であり、最大２０４８個のサブキャリアを利用できる。移動装置は、全部で２０４８個の
サブキャリアを受信できねばならないが、ベースステーションは、７２個のサブキャリア
の送信をサポートするだけでよい。送信は、時間的に、巾０．５ｍｓのタイムスロット、
及び巾１．０ｍｓのサブフレームに分割される。無線フレームは、長さ１０ｍｓである。
ダウンリンクデータチャンネルにサポートされる変調フォーマットは、四位相シフトキー
イング（ＱＰＳＫ）、１６直交振幅変調（ＱＡＭ）、及び６４ＱＡＭである。
【００４２】
　アップリンクについて現在仕様で続けると、ＳＣ－ＦＤＭＡの多重化が使用され、ＱＰ
ＳＫ又は１６ＱＡＭ（又は６４ＱＡＭ）変調が使用される。ＳＣ－ＦＤＭＡが使用される
のは、ピーク対平均電力比（ＰＡＰＲ）が低いためである。各移動装置は、少なくとも１
つの送信器を備えている。仮想ＭＩＭＯ／空間分割多重アクセス（ＳＤＭＡ）により、ア
ップリンク方向のシステム容量は、ベースステーションにおけるアンテナの数に基づいて
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減少することができる。
【００４３】
　特に、ＬＴＥアップリンク送信スキームは、典型的にＳＣ－ＦＤＭＡを使用する。ＯＦ
ＤＭＡは、ダウンリンクにおけるＬＴＥ要求を満足するのに最適であることが分かるが、
ＯＦＤＭＡ特性は、アップリンクにとってあまり有利でない。これは、主として、ＯＦＤ
ＭＡ信号のピーク対平均電力比（ＰＡＰＲ）特性が弱いためであり、アップリンクカバレ
ージが悪くなる。従って、周波数分割多重化（ＦＤＤ）及び時分割デュープレックス（Ｔ
ＤＤ）モードに対するＬＴＥアップリンク送信スキームは、サイクリックプレフィックス
をもつＳＣ－ＦＤＭＡ（単一キャリア周波数分割多重アクセス）に基づく。ＳＣ－ＦＤＭ
Ａ信号は、ＯＦＤＭＡ信号に比して優れたＰＡＰＲ特性を有し、そしてＰＡＰＲ特性は、
ＵＥ電力増幅器の費用効果の良い設計にとって重要である。まだ、ＳＣ－ＦＤＭＡ信号処
理は、ＯＦＤＭＡ信号処理とある程度の類似性を有し、従って、ダウンリンク及びアップ
リンクのパラメータ化を調和させることができる。
【００４４】
　ＳＣ－ＦＤＭＡ信号をどのように発生するかについて異なる可能性がある。例えば、離
散的フーリエ変換拡散直交周波数分割多重化（ＤＦＴ－Ｓ－ＯＦＤＭ）がＥ－ＵＴＲＡに
ついて選択されたときには、先ず、サイズＭのＤＦＴがＭ個の変調信号のブロックに適用
される。次いで、ＱＰＳＫ、１６ＱＡＭ及び６４ＱＡＭがアップリンクＥ－ＵＴＲＡ変調
スキームとして使用され、後者は、ＵＥ１２０に対して任意である。ＤＦＴは、変調信号
を周波数ドメインへと変換する。その結果が、利用可能なサブキャリアへとマップされる
。Ｅ－ＵＴＲＡアップリンクでは、連続的なサブキャリアにおける局所化送信しか許され
ない。Ｎ＞Ｍとすれば、ＯＦＤＭＡの場合と同様に、Ｎポイント逆高速フーリエ変換（Ｉ
ＦＦＴ）が遂行され、その後、サイクリックプレフィックスの追加及びパラレル／シリア
ル変換が行われる。
【００４５】
　それ故、ＤＦＴ処理が、ＳＣＦＤＭＡ信号発生とＯＦＤＭＡ信号発生との間の基本的な
相違である。これは、「ＤＦＴ拡散ＯＦＤＭ」という語で示される。ＳＣ－ＦＤＭＡ信号
では、送信に使用される各サブキャリアが、送信される全変調信号の情報を含む。という
のは、入力データストリームがＤＦＴ変換により利用可能なサブキャリアにわたって拡散
されるからである。これとは対照的に、ＯＦＤＭＡ信号の各サブキャリアは、特定の変調
記号に関連した情報しか搬送しない。
【００４６】
　同様に、ＳＣ－ＦＤＭＡパラメータ化では、Ｅ－ＵＴＲＡアップリンク構造がダウンリ
ンクと同様である。例えば、アップリンク無線フレームは、各々０．５ｍｓの２０個のス
ロットより成り、そして１つのサブフレームは、２個のスロットより成る。アップリンク
では、データは、１つのリソースブロックの倍数で割り当てられる。周波数ドメインにお
けるアップリンクリソースブロックサイズは、１２個のサブキャリアであり、即ちダウン
リンクと同じである。しかしながら、アップリンク信号処理におけるＤＦＴ設計を簡単化
するために全ての整数倍数が許されるのではなく、典型的に、ファクタ２、３及び５しか
許されない。アップリンク送信時間インターバルは、１ｍｓである（ダウンリンクと同じ
）。
【００４７】
　ユーザデータは、物理的アップリンク共有チャンネル（ＰＵＳＣＨ）を経て搬送され、
これは、スタートリソースブロック、送信帯域巾、及びＰＵＳＣＨホッピングがイネーブ
ルされた場合の周波数ホッピングパターンにより決定される。物理的アップリンク制御チ
ャンネル（ＰＵＣＣＨ）は、ＵＬデータがない場合にアップリンク制御情報、例えば、ダ
ウンリンクで受け取られるデータパケットに関連したＣＱＩレポート及びＡＣＫ／ＮＡＣ
Ｋ情報を搬送する（ＵＬデータがある場合には、制御信号は、ＵＬデータと共にマルチプ
レクスされてＰＵＳＣＨ時間に送信される）。ＰＵＣＣＨは、アップリンクの予約された
周波数領域において送信される。
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【００４８】
　アップリンクリファレンス信号構造では、アップリンクリファレンス信号は、制御及び
データチャンネルを復調するために、ノードＢ１１０の受信器においてチャンネル推定に
使用される。他方、リファレンス信号は、ベースステーション（即ち、ノードＢ１１０）
における判断をスケジューリングするための基礎としてチャンネルクオリティ情報を与え
、これは、チャンネルサウンディングとも称される。アップリンクリファレンス信号は、
ＣＡＺＡＣ（一定振幅ゼロ自己相関）シーケンス又はコンピュータサーチベースのＺＡＣ
シーケンスに基づく。
【００４９】
　Ｅ－ＵＴＲＡとのアップリンク物理的レイヤ手順では、アップリンク物理的レイヤ手順
が必要とされる。例えば、非同期のランダムアクセスでは、アイドル状態から接続状態へ
移行するときにハンドオーバーの一部分として初期アクセスを要求するため、又はアップ
リンク同期を再確立するために、ランダムアクセスが使用される。同様に、充分な数のラ
ンダムアクセス機会を与えるために１つのアクセス周期内に周波数ドメインにおいて複数
のランダムアクセスチャンネルを定義することができる。
【００５０】
　ランダムアクセス手順は、ＷＣＤＭＡと同様の電力傾斜を伴うオープンループ電力制御
を使用する。選択されたランダムアクセスチャンネルを経てプリアンブルを送信した後、
ＵＥ１２０は、ランダムアクセス応答メッセージを待機する。応答が検出されない場合に
は、別のランダムアクセスチャンネルが選択され、プリアンブルが再び送信される。
【００５１】
　アップリンクスケジューリングについては、アップリンクリソースのスケジューリング
がノードＢ１１０により行われる。ノードＢ１１０は、ある時間／周波数リソースをＵＥ
１２０に指定し、そしてどの送信フォーマットを使用すべきかＵＥ１２０に通知する。ダ
イナミックにスケジュールされるアップリンクに影響するスケジューリング判断は、ダウ
ンリンクにおいてＰＤＣＣＨを経てＵＥ１２０に通信される。上位レイヤのシグナリング
も、例えば、持続的スケジューリングの場合に使用することができる。スケジューリング
判断は、サービスクオリティ（ＱｏＳ）パラメータ、ＵＥバッファ状態、アップリンクチ
ャンネルクオリティ測定、ＵＥ能力、ＵＥ測定ギャップ、等に基づく。
【００５２】
　アップリンクのリンク適応方法、送信電力制御、適応変調及びチャンネルコーディング
レート、並びに適応送信帯域巾を使用することができる。同様に、異なるＵＥ１２０から
の送信をノードＢ１１０の受信ウインドウと時間整列するためにアップリンクタイミング
制御が必要とされる。ノードＢ１１０は、適当なタイミング制御コマンドをダウンリンク
においてＵＥ１２０に送信し、各送信タイミングを適応させるようにＵＥ１２０に命令す
る。ハイブリッド自動繰り返し要求（ＡＲＱ）の場合、ノードＢ１１０は、誤って受信し
たデータパケットの再送信を要求することができる。
【００５３】
　３．９世代の移動電話テクノロジーは、３Ｇをベースとするが、４Ｇの期待に近い拡張
能力をもつデジタル移動電話システムを提供する。現在の３Ｇと将来の４Ｇとの間の滑ら
かな移行リンクを達成する目的で実現性及び規格化が研究されている。
【００５４】
　図３を参照すれば、一実施形態によるＳＲＳ構成３００が示されている。例えば、図３
は、ＳＲＳ帯域巾ツリーを発生する実施形態を示す。より詳細には、図３は、幾つかの実
施形態に基づくサポートされたＳＲＳ帯域巾のサブセットを示す。ＳＲＳ構成３００の全
ての場合において、最小ＳＲＳ帯域巾は、４つのＲＢに制限される。更に、これらの特定
例では、１．６ＭＨｚより広いチャンネル帯域巾に対して２ないし４のＳＲＳ帯域巾オプ
ションが与えられる。
【００５５】
　図３の説明を続けると、ＳＲＳ構成３００では、任意であるが、ＳＲＳ帯域巾の（少な
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くとも）２つの別々のセットが、大きな動作帯域巾、例えば、１０ＭＨｚより大きな帯域
巾各々に対して提案される。例えば、第１の帯域巾３１０は、ＰＵＣＣＨ及び持続性ＰＵ
ＳＣＨに対して大きな余裕を有し、全ＢＷの約８０％の最大ＳＲＳ帯域巾を残している。
対照的に、第２セットのＳＲＳ帯域巾３２０は、ＰＵＣＣＨ及び持続性ＰＵＳＣＨに対し
て小さな余裕で構成され、全ＢＷの９６％までの最大ＳＲＳ帯域巾を有する。第１の帯域
巾３１０は、実施形態において、ＰＵＣＣＨ及び持続性ＰＵＳＣＨに対して予約される大
きな余裕のために使用される。又、ＳＲＳ帯域巾スキームの数についての最終的な判断は
、以下に詳細に述べるように、ダイナミックに変化するＰＵＣＣＨ帯域巾（ＢＷ）の取り
扱いに依存することにも注意されたい。
【００５６】
　より詳細には、記号のサイクリックシフトの実際の量は、サイクリックシフトの時間ド
メイン発生に関連した以下の式１に基づいて計算することができる。
(式１)

但し、考えられるサイクリックシフト値（cyclic_shift_value_SRS）は、０、１、・・・
７である。それに対応するサイクリックシフトは、離散的フーリエ変換の基本的特性を使
用することにより発生することができ、即ち１のサイクリックシフトは、シーケンス離散
的フーリエ変換のｎ番目の要素にexp（ｊ２πln／Ｎ）を乗算することにより発生でき、
ここで、ｊ＝ｓｑｒｔ(－１)、及びＮは、シーケンスの長さである。従って、式１のサイ
クリックシフトは、周波数ドメインにおいて、シーケンスＳＲＳ離散的フーリエ変換のｎ
番目の要素にexp（ｊ２πｎ ｘ cyclic_shift_symbols_SRS／SRS_length）＝exp（ｊ２π
ｎ ｘ cyclic_shift_value_SRS／８）を乗算することにより実現できる。
【００５７】
　より詳細には、図３に示すＳＲＳ帯域巾構成３００において、ＢＷ割り当て及びサイク
リックシフト指定を取り扱うＳＲＳシグナリングが、次の特性をベースとしていることが
明らかであろう。
　●選択されたＳＲＳ帯域巾を信号するために含まれる１－２(Ｎ)ビット
　●コードツリーにおける帯域巾位置を信号するために含まれるＣビット
　●異なる帯域巾のＳＲＳ信号に対して選択されたサイクリックシフトを信号するために
含まれる３ビット
　●おそらく、コードツリーの周波数位置を指示するためにＭビットも含む
【００５８】
　上述したように、ＳＲＳ構成は、３つの基準に基づいて発生される。例えば、ＳＲＳ信
号は、ＬＴＥ、リリース８によって定義されたように、既存のＤＭ　ＲＳ信号に基づく。
特に、上述したように、３ＧＰＰのＬＴＥの一般的な説明では、割り当てられるＲＵの数
＊１２に対応する離散的フーリエ変換（ＤＦＴ）のサイズが少数の素数へと因数分解され
ることを要求することで、ＤＦＴ－Ｓ－ＯＦＤＭの効率的な具現化が良好に達成される。
ＬＴＥサイズでのＤＦＴは、素数２、３及び５の倍数に制限される。ＳＲＳに関しては、
ＬＴＥプロトコルの最近のバージョンは、ＤＭ　ＲＳシーケンスをＳＲＳと共に再使用で
きるようにするために２の繰り返しファクタ（ＲＰＦ）を常に使用するという要求を更に
含む。
【００５９】
　これらの付加的な要求を考慮して、この実施形態でサポートされる帯域巾オプションの
一例が図４のテーブル４００に示されている。特に、テーブル４００は、リソースブロッ
ク（ＲＢ）に関する考えられるＰＵＳＣＨリソース割り当てサイズの列と、上述した要求
に鑑み、対応するＳＲＳ　ＢＷが許されることを指示する第２の列とを含む。例えば、奇
数のＲＢでの帯域巾割り当ては、ＲＰＦの１つが２に等しいことを要求するためにＳＲＳ
ではサポートされない。しかしながら、図４のテーブル４００は、上述した条件に鑑み、
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規範的なものであり、且つ将来の通信に対して指定される付加的要件／変更要件に基づい
て付加的なＳＲＳ帯域巾サイズを使用できることが明らかである。
【００６０】
　更に、現在のＬＴＥは、８個のパラレルなサイクリックシフトに対して最大のサイクリ
ックシフト分離が与えられることを指定する。特に、上述したように、ＳＲＳシーケンス
のサイクリックシフトは、現在、３ビットで指示される。しかしながら、３ビットを使用
してサイクリックシフトを表す従来の技術は、ＳＲＳリソース間のサイクリックシフト分
離を最大にしない。
【００６１】
　それ故、別の実施形態では、ＳＲＳの長さは、１２個の周波数ピンより成るＲＢの数の
倍数であるＳＲＳ帯域巾に依存する。それ故、シーケンス長さは、１２／ＲＰＦにＲＵの
数を乗算したものとして与えられる（ＲＰＦ＝２）。それ故、８個のサイクリックシフト
間の最大分離は、８で除算できるＳＲＳシーケンス長さとなり、これは、ＳＲＳ　ＢＷが
４個のＲＢの倍数であるときに生じる。従って、図５のテーブル５００は、８で除算でき
るＲＢの数だけを受け容れるようにテーブル４００を更に変更する。その結果、テーブル
５００は、式１で示したように、希望の最大サイクリックシフト分離を達成するように、
８個の同時リソースをサポートする受け容れられるＳＲＳ帯域巾を指定する。
【００６２】
　希望のＳＲＳ構成に対する上述した第３基準を参照すれば、コードツリーベースの帯域
巾指定のためのサポートを与えることが更に望ましい。特に、上述したように、所与の動
作帯域巾に対して狭帯域及び広帯域のＳＲＳ　ＢＷをサポートすることができる。Ｅ－Ｕ
ＴＲＡの異なる動作ＢＷが、図６のテーブル６００の最上行にリストされ、これらは、Ｅ
－ＵＴＲＡチャンネル帯域巾の送信帯域巾構成ＮEAに対応する。上述した条件に基づき、
ワイドバンドＳＲＳを考えるときには、所与のチャンネル帯域巾におけるＲＢの数で好ま
しくは上限が決められたＳＲＳ帯域巾から、ＰＵＣＣＨに対して予約された２つのＲＢを
差し引き、ＳＲＳ送信によるＰＵＣＣＨ領域のパンクチャリングから保護する上で助けと
なるようにする。
【００６３】
　図７のテーブル７００を参照すれば、ＳＲＳ帯域巾を選択するときには、ＯＶＳＦベー
スのコード指定との互換性も考慮することができる。特に、テーブル７００は、ＳＲＳ帯
域巾に対する規範的な構成を示し、上位の行、例えば、行７１０のサイズ（左の列に示さ
れた）は、それより下位のいずれかの行における小さなＳＲＳ帯域巾７２０、７３０及び
７４０のいずれでも均一に分割することができる。その結果、各大きなＢＷオプションを
狭いＢＷオプションのいずれでも分割できるので、ツリーベース帯域巾指定に対するサポ
ートを得ることができる。
【００６４】
　更に、この実施形態の原理により達成されるＳＲＳ割り当ての上述した特性を通じて、
ＯＶＳＦベースのコードとの互換性が改善される。特に、コードツリーをサポートするの
に加えて、このＳＲＳ割り当て構成は、８個のサイクリックシフトに対して最大のサイク
リックシフト分離を与えながら、既存のＤＭ　ＲＳ信号を使用して構築される。
【００６５】
　幾つかの実施形態では、シグナリングセーブに対してコードツリーベースの帯域巾指定
をサポートしながら、隣接するサイクリックシフト（ＣＳ）リソース間に最大のサイクリ
ックシフト分離が与えられる。同時に、既存のＤＭ　ＲＳは、付加的なサウンディングの
みのリファレンス信号の追加を回避するために使用し続けることができる。又、同時に、
ここに開示する実施形態では、最適な推定精度が与えられる。
【００６６】
　別の実施形態では、最小ＳＲＳ帯域巾が与えられる。例えば、最小ＳＲＳ帯域巾につい
て考えられる値は、図４のＳＲＳ帯域巾テーブル４００に示すように、２ＲＢ及び４ＲＢ
を含む。従って、最小ＳＲＳ帯域巾は、基本的に、チャンネル帯域巾ではなく、サウンデ
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ィングエラーによって定義される。図１０Ａ及び１０Ｂに示すように、チャート１０００
及び１０１０は、２ＲＢ及び４ＲＢのサウンディングリファレンス信号間のサウンディン
グエラーを比較する。特に、図１０Ａのチャート１０００は、信号対干渉・プラス・ノイ
ズ比（ＳＩＮＲ）推定子の予想値に対応し、一方、図１０Ｂのチャート１０１０は、入力
ＳＩＮＲの関数としての信号対雑音比（ＳＮＲ）の標準偏差に対応する。これらの測定値
は、一般的に、２ＲＢサウンディング信号の３ｄＢ高電力スペクトル密度でも、サウンデ
ィング精度に著しい差はないことを示唆する。この結果は、４ＲＢの信号で、広い処理利
得を使用して、低い電力スペクトル密度を補償できるという事実によるものである。従っ
て、一実施形態では、最小ＳＲＳ帯域巾は、信号電力要件を緩和しながら充分なサウンデ
ィングクオリティを与えるために４つのＲＢとなる。
【００６７】
　図８を参照すれば、幾つかの実施形態によるプロセスフローチャート８００が示されて
いる。特に、このフローチャート８００は、ノードＢ１１０と、ＵＥ１２０と、ユーザ１
２５との間の相互作用を示す。ＵＥ８２０は、ＳＲＳ構成シグナリングである無線リソー
ス制御（ＲＲＣ）シグナリング８４０を受信する。このシグナリングは、専用とされる（
ＵＥ特有である）か、又はブロードキャストされる（セル特有のシステム情報）。ＵＥ８
２０は、任意であるが、希望の構成設定を記述する構成データ８５０をユーザ１２５から
受信する。ＵＥ８２０は、データ８４０及び８５０を使用して、ここに開示するＳＲＳ割
り当てを含むアップリンクメッセージ８６０をノードＢ１１０へ生成する。ノードＢ１１
０は、次いで、アップリンクメッセージ８６０におけるＵＥ１２０による要求に対する返
答において、ＤＬ（例えば、ＰＤＣＣＨ）を経てシグナリングされるＵＬスケジューリン
ググラント８７０で応答することができる。ＵＬメッセージ８７０におけるＵＬスケジュ
ーリンググラントに応答して、ＵＥ１２０は、送信されたＳＲＳに基づいてリンク適応／
スケジューリング判断がなされたところのＵＬデータ送信８８０をノードＢ１１０へ転送
することができる。或いは又、ノードＢ１１０（例えば、ｅＮＢ）は、ＵＬ電力制御（Ｐ
Ｃ）コマンド又はタイミング調整コマンド／更新をＵＥ１２０へ送信するように構成され
てもよい。しかしながら、ノードＢ１１０は、ＳＲＳ測定値に基づいて、シグナリングの
理由がない場合には送信しないように構成されてもよい。これらの信号は、ダイナミック
制御シグナリング、例えば、ＤＣＩフォーマット０、専用ＲＲＣシグナリングを使用して
送信されることが明らかであろう。
【００６８】
　図９Ａ－９Ｂを参照し、上述したＳＲＳ　ＢＷ割り当てを与えるように構成された方法
９００について説明する。特に、ＳＲＳ　ＢＷ割り当て方法９００は、既存のＤＭ　ＲＳ
信号においてＳＲＳ信号をバイアスするステップ９１０を含む。次いで、ステップ９２０
において、最大のサイクリックシフト分離を与えるために、ＳＲＳ　ＢＷ構成を作ること
ができる。次いで、ステップ９３０において、コードツリーベースの帯域巾指定をサポー
トするために、ＳＲＳ　ＢＷ構成を選択することができる。
【００６９】
　図９Ｂに示すように、既存のＤＭ　ＲＳ信号においてＳＲＳ信号をバイアスするステッ
プ９１０は、ＰＵＣＣＨ及び持続性ＰＵＳＣＨに対して充分な帯域巾を予約するステップ
９１１を含む。既存のＤＭ　ＲＳ信号においてＳＲＳ信号をバイアスするステップ９１０
は、更に、希望のＤＦＴ及び繰り返しファクタ（ＲＰＦ）サイズに基づいてＳＲＳ帯域巾
割り当てを適応させるステップ９１２を含む。
【００７０】
　図２を参照して、幾つかの実施形態によるＵＥ１２０について説明する。ＵＥ１２０は
、プロセッサ２２０と、インターフェイス（即ち、ユーザ入力２１０）と、送信器２４０
と、受信器２５０と、データ記憶装置２３０とを備えている。ＤＭ　ＲＳ信号に関連した
データ、希望の最大サイクリックシフト分離、及びコードツリーベースの帯域巾指定をサ
ポートするための細部は、別のソース（即ち、ベースステーション）から受信器２５０を
経て受け取られるか、又はユーザインターフェイス２１０によって入力されるか、或いは
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その両方である。受信器を経て又はユーザインターフェイス２１０により受け取られたこ
のデータは、次いで、記憶装置２３０に記憶される。プロセッサ２２０は、記憶装置２３
０に記憶されたデータにアクセスして、ＳＲＳを含むアップリンクメッセージを形成する
ように構成できる。更に、記憶装置２３０は、プロセッサ２２０が、ＰＵＣＣＨ及び持続
性ＰＵＳＣＨに対して予約すべき充分な帯域巾と、ＳＲＳ帯域巾割り当てのための対応す
る希望のＤＦＴ及びＲＰＦサイズとを決定するために、必要に応じて付加的なデータを記
憶することができる。又、記憶装置２３０に記憶されるこの付加的なデータは、例えば、
ユーザインターフェイス２１０により与えられるか、又は外部ソース（即ち、ベースステ
ーション）から受信器２５０を経て受信されるか、或いはその両方である。プロセッサ２
２０は、次いで、（予め決定されたサイクリックシフトを使用して）ＳＲＳ帯域巾割り当
てを含むアップリンクメッセージを形成し、そしてこのアップリンクメッセージを送信器
２４０へ転送し、図８に示すように、ノードＢのような外部装置へ送信する。
【００７１】
　しかしながら、上述したように、ＳＲＳ送信は、ＰＵＣＣＨ領域を「パンクチャリング
」したり、さもなければ、ＰＵＣＣＨに対して予約されたＲＢを経て送信するよう試みた
りしてはならない。同様に、あるケースでは、ＳＲＳは、持続性ＰＵＳＣＨ割り当てをパ
ンクチャリングすることはない。従って、別の実施形態は、持続的ＰＵＳＣＨを含むＰＵ
ＣＣＨ帯域巾（ＢＷ）がダイナミックに変化するようなケースでも、ＳＲＳ送信がＰＵＣ
ＣＨ領域をパンクチャリングしてはならないという要件を満足することに係る。
【００７２】
　図１１を参照すれば、ダイナミックに変化するＰＵＣＣＨ　ＢＷを取り扱うための方法
１１００が示されている。ステップ１１１０において、ＳＲＳ送信は、ＰＵＣＣＨパンク
チャリングを回避するためにＳＲＳ送信を再構成することにより、ＰＵＣＣＨ領域をパン
クチャリングすることが阻止される。ＳＲＳの再構成は、典型的に、特に、多数のＵＥが
ＳＲＳの再構成を要求する場合には、比較的長い時間及び著しい量のシグナリングを要す
るので、図１１に示すステップ１１１０は、ダイナミックに変化するＰＵＣＣＨ　ＢＷで
は充分でないことがある。
【００７３】
　その結果、図１１は、ＲＢに関する情報をブロードキャストし続けることにより、ダイ
ナミックに変化するＰＵＣＣＨ　ＢＷを取り扱う方法１１００を示し、ステップ１１２０
では、ＳＲＳ送信が許されない。より詳細には、ブロードキャストは、ＰＵＣＣＨ領域に
対して割り当てられたＲＢではＳＲＳ送信が許されないことを指定する。次いで、ステッ
プ１１３０において、ＳＲＳ送信をサポートしない帯域巾にＳＲＳが重畳するときにＳＲ
Ｓが裁断される。典型的に、ＵＥは、付加的なＵＥ特有のシグナリングを要求せずに従来
の技術を使用してステップ１１３０の裁断を自律的に実行する。ＳＲＳは、ステップ１１
３１における最大許容ＳＲＳ　ＢＷに向かって裁断される。サポートされるＳＲＳ　ＢＷ
オプションは、図５の説明において上述したテーブル５００の最も右の列に列挙されてい
る。一実施形態では、ステップ１１３２において、最も外側のＳＲＳ信号のみが裁断され
る。その結果、裁断は、構成されたＳＲＳ　ＢＷ（図１２に示されて以下に詳細に述べる
テーブル１２００の例では、４０ＲＢ、２０ＲＢ及び４ＲＢ）にも影響しないし、適用さ
れるコードツリーベースの帯域巾指定にも影響しない。
【００７４】
　このように、方法１１００におけるダイナミックに変化するＰＵＣＣＨ　ＢＷの取り扱
いは、ＰＵＣＣＨ及び／又は持続性ＰＵＳＣＨ　ＢＷがダイナミックに変化する場合に対
処すべき実際の解決策を与える。上述したように、ＳＲＳは、最大許容ＳＲＳ　ＢＷに向
かって裁断される。裁断されたＳＲＳ　ＢＷは、既存のＤＭ　ＲＳセットのメンバーであ
り、ＳＲＳ　ＢＷは、４ＲＢの倍数である。
【００７５】
　図１２のテーブル１２００を参照すれば、ダイナミックに変化するＰＵＣＣＨ　ＢＷを
取り扱う方法１１００の一例が示されている。テーブル１２００のこの例は、１０ＭＨｚ
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のチャンネル帯域巾を仮定している。図３のＳＲＳ帯域巾テーブル３００において上述し
たように、第１帯域巾３１０のスキームを使用してＰＵＣＣＨ及び持続性ＰＵＳＣＨに対
して大きな余裕を予約するときに、利用可能な全ＢＷの約８０％の１つの最大ＳＲＳ帯域
巾を使用することにより、ＳＲＳ　ＢＷセットは、４０ＲＢ、２０ＲＢ及び４ＲＢの３つ
のＳＲＳ帯域巾を含み、そしてこのＳＲＳ割り当てセットは、オリジナルのＳＲＳ　ＢＷ
セット１２１０に対応する。この例では、テーブル１２００において、オリジナルのＢＷ
セット１２１０の裁断が生じる。というのは、ＰＵＣＣＨ領域１２２０がＳＲＳ　ＢＷセ
ット１２１０に重畳するからである。この問題に対処するために、ダイナミックに変化す
るＰＵＣＣＨ　ＢＷを取り扱う方法１１００によれば、ＳＲＳ　ＢＷセットが裁断される
（１２３０）。特に、図５のテーブル５００の最も右の列に示されたように、ステップ１
１３１により、最大許容ＳＲＳ　ＢＷ（テーブル１２００の表示例では３２）に向かって
ＳＲＳが裁断される。
【００７６】
　図１２のテーブル１２００に示すように、方法１１００におけるダイナミックに変化す
るＰＵＣＣＨ　ＢＷの取り扱いは、例えば、周波数ホッピングＳＲＳの状況において、シ
グナリングの観点から有益であるコードツリーベースのＳＲＳ帯域巾指定を維持すること
を含めて、多数の利益をもたらす。更に、付加的なシグナリング負担は、非常に僅かであ
る。というのは、ＳＲＳ送信をサポートしないＲＢの数のシグナリングに必要な帯域巾が
極めて小さいからである。更に、ＳＲＳ／ＰＵＣＣＨの取り扱いは、具現化特有のもので
ある。というのは、持続性ＰＵＳＣＨを最適化するためにＳＲＳを送信できるエリアをオ
ペレータが制御でき、又、方法１２００では、裁断のルール、及び適用されるコードツリ
ーベースのＳＲＳ指定のような比較的僅かなアイテムしか指定されないからである。従っ
て、それにより生じる仕様は、比較的定義が容易である（単一ＳＲＳ　ＢＷセット／シス
テムＢＷ）。
【００７７】
　持続性ＰＵＳＣＨに関して、ステップ１１３０において、サポートされないＲＢ帯域巾
に重畳するＳＲＳ送信を裁断することは、ＳＲＳが送信されない領域を、ＢＷの２つの端
に向かって定義することを含む。従って、一般的に、持続性割り当ては、その領域でなけ
ればならず、そしてダイナミックＰＵＳＣＨ　ＵＥは、ＳＲＳが送信される領域になけれ
ばならない。或いは又、ＳＲＳオーバーヘッドを減少するため、ＵＬグラントの１ビット
で、ＳＲＳ記号をデータ送信に利用できるかどうか、又はそれがＳＲＳにより使用される
かどうか通知することができる。
【００７８】
　幾つかの実施形態は、コンピュータ読み取り可能なメディアにおいて実施されるコンピ
ュータプログラムを含むことができ、コンピュータプログラム又は同様の言語でエンコー
ドされるコンピュータ読み取り可能なメディアは、プロセッサ、デジタル処理装置、中央
処理ユニット（ＣＰＵ）、等を制御して、１つ以上のオペレーションを遂行し、又は１つ
以上のソフトウェアインストラクションを実行するように構成されたコンピュータソフト
ウェアプログラムを記憶する有形のデータ記憶装置として実施できることが容易に明らか
となろう。有形のデータ記憶装置は、揮発性メモリ装置又は不揮発性メモリ装置として実
施されてもよいし、及び／又は揮発性メモリ装置と不揮発性メモリ装置の組合せとして実
施されてもよい。従って、幾つかの実施形態は、オペレーションを遂行するように構成さ
れたコンピュータプログラムでエンコードされたコンピュータ読み取り可能なメディアを
提供する。
【００７９】
　当業者であれば、上述した幾つかの実施形態は、異なる順序のステップで実施でき及び
／又はここに開示したものとは異なる構成のハードウェア要素で実施できることが容易に
理解されよう。それ故、幾つかの実施形態は、種々の構成に基づいて説明したが、当業者
であれば、上述した幾つかの実施形態の精神及び範囲から逸脱せずに、多数の変更、修正
及び代替構造が明らかとなろう。それ故、幾つかの実施形態の境界及び範囲を決定するに
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【００８０】
　本明細書全体にわたり、特徴、効果の説明、又は同様の表現は、幾つかの実施形態で実
現される全ての特徴及び効果が１つの実施形態になければならないことを意味するもので
はないことに注意されたい。むしろ、特徴及び効果を示す表現は、ある実施形態に関連し
て述べた特定の特徴、効果又は特性が、上述した少なくとも１つの実施形態に包含される
ことを意味すると理解される。従って、本明細書全体にわたる特徴及び効果の説明、及び
同様の表現は、必ずしもそうでないが、同じ実施形態を指してもよい。
【００８１】
　更に、幾つかの実施形態のここに示す特徴、効果及び特性は、１つ以上の実施形態にお
いて、適当に組み合わせることができる。当業者であれば、特定の実施形態の１つ以上の
特定の特徴又は効果がなくても、幾つかの実施形態を具現化できることが明らかであろう
。他の例では、全ての実施形態に存在しない付加的な特徴及び効果が、ある実施形態で確
認できる。
【符号の説明】
【００８２】
　１００：ＵＭＴＳシステム
　１０１：セル
　１１０：ノードＢ
　１２０：ユーザ装置（ＵＥ）
　１３０：ＵＵ
　２００：ＵＥ
　２１０：ユーザ入力
　２２０：プロセッサ
　２３０：データ記憶装置
　２４０：送信器
　２５０：受信器
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【図８】 【図９Ａ】
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【図１０Ｂ】
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