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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　送信機からの制御データを端末により受信する方法であって、
　前記送信機から前記送信機の物理階層セルＩＤを決定するために同期信号を受信するス
テップと、
　前記送信機から前記送信機の仮想セルＩＤを示す情報を受信するステップと、
　前記送信機から第１の制御チャネルを通じて第１のスクランブルされた制御データを受
信するステップであって、前記第１のスクランブルされた制御データは、前記送信機の前
記物理階層セルＩＤに基づいてスクランブルされている、ステップと、
　前記送信機から第２の制御チャネルを通じて第２のスクランブルされた制御データを受
信するステップであって、前記第２のスクランブルされた制御データは、前記送信機の前
記仮想セルＩＤに基づいてスクランブルされており、前記第２の制御チャネルは前記第１
の制御チャネルと異なる、ステップと、
　を備える、方法。
【請求項２】
　前記仮想セルＩＤは、前記物理階層セルＩＤと異なる、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記送信機はサービングセル（ｓｅｒｖｉｎｇ　ｃｅｌｌ）に属し、前記サービングセ
ルは別の送信機を備え、前記別の送信機は前記送信機の前記仮想セルＩＤと異なる仮想セ
ルＩＤを有する、請求項１に記載の方法。
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【請求項４】
　前記別の送信機は、前記送信機の物理階層セルＩＤと同じ物理階層セルＩＤを有する、
請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記スクランブリングシーケンスは、ビット単位スクランブリング（ｂｉｔ－ｌｅｖｅ
ｌ　ｓｃｒａｍｂｌｉｎｇ）に使用される疑似ランダムシーケンスである、請求項１に記
載の方法。
【請求項６】
　前記第１のスクランブルされた制御データは、スケジューリング割り当てを備える、請
求項１に記載の方法。
【請求項７】
　送信機により、端末に制御データを伝送する方法であって、
　前記端末に前記送信機の仮想セルＩＤを示す情報を伝送するステップと、
　前記送信機の物理階層セルＩＤに基づいて第１のスクランブリングシーケンスを生成す
るステップと、
　前記第１のスクランブリングシーケンスで第１の制御データをスクランブルするステッ
プと、
　前記端末に第１の制御チャネルを通じて前記スクランブルされた第１の制御データを伝
送するステップと、
　前記送信機の前記仮想セルＩＤに基づいて第２のスクランブリングシーケンスを生成す
るステップと、
　前記第２のスクランブリングシーケンスで第２の制御データをスクランブルするステッ
プと、
　前記端末に第２の制御チャネルを通じて前記スクランブルされた第２の制御データを伝
送するステップと、
　を備え、
　前記第２の制御チャネルは前記第１の制御チャネルと異なる、方法。
【請求項８】
　前記仮想セルＩＤは、前記物理階層セルＩＤと異なる、請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記送信機はサービングセルに属し、前記サービングセルは別の送信機を備え、前記別
の送信機は前記送信機の前記仮想セルＩＤと異なる仮想セルＩＤを有する、請求項７に記
載の方法。
【請求項１０】
　前記別の送信機は、前記送信機の物理階層セルＩＤと同じ物理階層セルＩＤを有する、
請求項９に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線通信システムに関し、より詳細には、セル内に地理的に互いに離れた複
数の送受信ポイントを備えた無線通信システムに適用することができる多重送受信ポイン
トを使用する無線通信システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　無線通信システムは、有線通信システムと共にデータ伝送率が超高速化されている。こ
のような傾向に歩調をあわせて４世代移動通信システムである３ＧＰＰ（３ｒｄ　Ｇｅｎ
ｅｒａｔｉｏｎ　Ｐｒｏｊｅｃｔ　Ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ）ＬＴＥ（Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒ
ｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）－Ａｄｖａｎｃｅｄシステムは、協力多重ポイント（ＣｏＭＰ
：Ｃｏｏｒｄｉｎａｔｅｄ　ＭｕｌｔｉＰｏｉｎｔ、以下、‘ＣｏＭＰ’という）送受信
方法の標準化を推進している。
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【０００３】
　ＣｏＭＰ送受信方法は、２つ以上のポイント（サイト、セル、基地局、分散アンテナな
ど）と１つ以上の端末間の送受信動作を示すもので、ＣｏＭＰ送受信方法は、アップリン
クＣｏＭＰ伝送とダウンリンクＣｏＭＰ伝送とに区分することができる。
【０００４】
　アップリンクＣｏＭＰ伝送は、所定端末が互いに地理的に離れた複数のポイントで信号
を伝送し、複数のポイントでは、端末から受信された信号を共同処理（ｊｏｉｎｔ　ｐｒ
ｏｃｅｓｓｉｎｇ）する伝送方法である。アップリンクＣｏＭＰ伝送で、端末は、どんな
ネットワークノードから信号が伝送されたか、または受信された信号にどんな処理が行わ
れたかについて認知する必要がなく、アップリンク伝送と関連してどんなダウンリンクシ
グナリングが提供されるかについてのみ把握すればよい。したがって、アップリンクＣｏ
ＭＰ伝送は、無線インターフェースの規格に大きい変化なく導入されることができる。
【０００５】
　ダウンリンクＣｏＭＰ伝送は、互いに地理的に離れた複数のポイントが互いに協業的に
１つ以上の端末に信号を伝送する方法であって、３ＧＰＰ　ＴＲ　３６．８１４では、ダ
ウンリンクＣｏＭＰカテゴリーを共同処理（ＪＰ：Ｊｏｉｎｔ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ）
と協力ビームフォーミング／協力スケジューリング（ＣＢ／ＣＳ：Ｃｏｏｒｄｉｎａｔｅ
ｄ　Ｂｅａｍ　ｆｏｒｍｉｎｇ／Ｃｏｏｒｄｉｎａｔｅｄ　Ｓｃｈｅｄｕｌｉｎｇ）とに
区分し、Ｊｏｉｎｔ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ（ＪＰ）は、さらにマルチポイント（ｍｕｌ
ｔｉｐｌｅ　ｐｏｉｎｔｓ）でＰＤＳＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｓｈ
ａｒｅｄ　ＣＨａｎｎｅｌ）伝送を同時に行う場合を共同伝送（ＪＴ：Ｊｏｉｎｔ　Ｔｒ
ａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ）、１つのポイント（ｏｎｅ　ｐｏｉｎｔ）でＰＤＳＣＨ伝送を行
う場合を動的ポイント選択（ＤＰＳ：Ｄｙｎａｍｉｃ　Ｐｏｉｎｔ　Ｓｅｌｅｃｔｉｏｎ
）に区分している。
【０００６】
　共同伝送（ＪＴ）は、ＣｏＭＰ協力集合（ＣｏＭＰ　ｃｏｏｐｅｒａｔｉｎｇ　ｓｅｔ
）内の各伝送ポイントでデータ使用が可能な分散アンテナ概念であって、無線チャネルの
情報を正確に把握しなければならないし、遅延及び予測エラーなどに起因して性能が非常
に流動的であるという特徴がある。
【０００７】
　動的ポイント選択（ＤＰＳ）方法は、特定瞬間にＣｏＭＰ協力集合内の１つのポイント
でＰＤＳＣＨ伝送をする方法であって、伝送ポイントは、動的に変化することができ、フ
ィードバック遅延によって性能が低下することができる。
【０００８】
　協力ビームフォーミング／協力スケジューリング（ＣＢ／ＣＳ）方法は、特定瞬間にサ
ービングポイント（ｓｅｒｖｉｎｇ　ｐｏｉｎｔ）だけでデータを端末に伝送する方法で
あって、伝送ポイント間の干渉を回避する受動的な方法であることから、大きい容量増大
を期待することができず、ユーザスケジューリング／ビームフォーミングがＣｏＭＰ協力
集合に相当するポイント間の協力が互いに異なる基地局間の情報交換を必要とする場合、
バックホール（ｂａｃｋｈａｕｌ）を使用することができる。
【０００９】
　一方、３ＧＰＰ　ＬＴＥ標準規格Ｒｅｌｅａｓｅ－８、Ｒｅｌｅａｓｅ－９及びＬＴＥ
－Ａｄｖａｎｃｅｄ標準規格Ｒｅｌｅａｓｅ－１０では、すべての伝送ポイントが互いに
異なる物理階層セルＩＤ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｃｅｌｌ　Ｉｄｅｎｔｉｔｙ）を有するこ
とが一般的である。これにより、前記標準規格に前述したような多重ポイントを利用した
伝送方式を適用すれば、多重ポイントを利用した伝送は、各伝送ポイントが独自のセル領
域（ｃｅｌｌ　ｃｏｖｅｒａｇｅ）を有する環境で行われると見られる。
【００１０】
　したがって、前述した従来の標準規格は、複数のポイントが同じセルに属し、同一の物
理階層セルＩＤを有する多重ポイント伝送環境では適用することができないという問題が
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ある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　前述したような不都合を克服するために、本発明の目的は、複数のポイントが同じセル
に属し、同一の物理階層セルＩＤを有するネットワーク環境で複数のポイントを使用した
通信を可能にする多重送受信ポイントを使用する無線通信システムを提供することにある
。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　上記目的を達成するために、本発明の一態様による多重送受信ポイントを使用する無線
通信システムは、同じセルに属する第１送受信ポイント及び少なくとも１つの第２送受信
ポイントを備えた無線通信システムで、前記第１送受信ポイントは、前記少なくとも１つ
の第２送受信ポイントよりさらに広い伝送領域を有し、前記第１送受信ポイント及び前記
少なくとも１つの第２送受信ポイントは、同一の物理階層セルＩＤ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　
Ｃｅｌｌ　Ｉｄｅｎｔｉｔｙ）を利用してダウンリンク伝送信号を生成する。
【００１３】
　ここで、前記第１送受信ポイントは、前記物理階層セルＩＤに該当する同期信号及びセ
ル固有参照信号を伝送することができ、前記少なくとも１つの第２送受信ポイントは、前
記第１送受信ポイントが前記同期信号及びセル固有参照信号を伝送するのに使用した無線
資源を利用して信号を伝送しなくてもよい。
【００１４】
　ここで、前記第１送受信ポイント及び前記少なくとも１つの第２送受信ポイントは、前
記物理階層セルＩＤを利用して生成したＣＳＩ参照信号（Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｓｔａｔｅ　
Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ）を伝送し、且つ前記ＣＳ
Ｉ参照信号の設定とこれに相当する無線資源のマッピングは、前記第１送受信ポイント及
び前記少なくとも１つの第２送受信ポイントが互いに異なるように行うことができる。
【００１５】
　ここで、前記第１送受信ポイント及び前記少なくとも１つの第２送受信ポイントは、前
記物理階層セルＩＤを利用してＰＭＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａ　Ｍｕｌｔｉｃａｓｔ　Ｃｈａ
ｎｎｅｌ）またはＭＢＳＦＮ参照信号（Ｍｕｔｉｃａｓｔ－Ｂｒｏａｄｃａｓｔ　Ｓｉｎ
ｇｌｅ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ）を
生成し、同一の無線資源を利用してＰＭＣＨまたはＭＢＳＦＮ参照信号を伝送することが
できる。
【００１６】
　ここで、前記第１送受信ポイントは、前記物理階層セルＩＤを利用して生成したＰＢＣ
Ｈ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｂｒｏａｄｃａｓｔ　Ｃｈａｎｎｅｌ）、ＰＣＦＩＣＨ（Ｐｈｙ
ｓｉｃａｌ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｆｏｒｍａｔ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ　Ｃｈａｎｎｅｌ）、
ＰＤＣＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ）
、ＰＨＩＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｈｙｂｒｉｄ　ＡＲＱ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ　Ｃｈａ
ｎｎｅｌ）または位置参照信号（Ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ　Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇ
ｎａｌ）を伝送することができ、前記少なくとも１つの第２送受信ポイントは、前記第１
送受信ポイントが前記ＰＢＣＨ、ＰＣＦＩＣＨ、ＰＤＣＣＨ、ＰＨＩＣＨまたは位置参照
信号を伝送するために使用する無線資源を利用して信号を伝送しないように構成されるこ
とができる。
【００１７】
　ここで、前記第１送受信ポイント及び前記少なくとも１つの第２送受信ポイントは、同
一の無線資源を利用して同時に前記ＰＢＣＨ、ＰＣＦＩＣＨ、ＰＤＣＣＨ、ＰＨＩＣＨ及
び位置参照信号のうち少なくとも１つを伝送することができる。
【００１８】
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　また、本発明の他の態様による多重送受信ポイントを使用する無線通信システムは、基
地局、前記基地局が運用する同じセルに属する第１送受信ポイント及び少なくとも１つの
第２送受信ポイントを備えた無線通信システムで、前記第１送受信ポイントは、前記少な
くとも１つの第２送受信ポイントよりさらに広い伝送領域を有し、前記第１送受信ポイン
ト及び前記少なくとも１つの第２送受信ポイントは、端末に割り当てられた仮想セルＩＤ
を利用して前記端末に伝送する信号を生成する。
【００１９】
　ここで、前記第１送受信ポイントは、前記仮想セルＩＤを利用して生成したＰＤＳＣＨ
（Ｐｈｓｉｃａｌ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｓｈａｒｅｄ　Ｃｈａｎｎｅｌ）を前記端末に伝
送することができ、前記少なくとも１つの第２送受信ポイントは、前記端末がＣＳＩ参照
信号（Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｓｔａｔｅ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓ
ｉｇｎａｌ）及び端末固有参照信号（ＵＥ－ｓｐｅｃｉｆｉｃ　Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓ
ｉｇｎａｌ）を使用する場合、前記ＰＤＳＣＨ及び前記仮想セルＩＤを利用して生成した
前記端末固有参照信号を前記端末に伝送することができる。
【００２０】
　ここで、前記第１送受信ポイント及び前記少なくとも１つの第２送受信ポイントは、前
記端末がセル固有参照信号（Ｃｅｌｌ－ｓｐｅｃｉｆｉｃ　Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇ
ｎａｌ）を使用する場合、ＰＤＳＣＨを同時に前記端末に伝送することができる。
【００２１】
　ここで、前記第１送受信ポイント及び前記少なくとも１つの第２送受信ポイントは、前
記端末にアンテナポート（ａｎｔｅｎｎａ　ｐｏｒｔ）５で伝送される信号の無線資源マ
ッピングに前記仮想セルＩＤを利用して決定された無線資源を使用することができる。
【００２２】
　ここで、前記第１送受信ポイント及び前記少なくとも１つの第２送受信ポイントは、前
記仮想セルＩＤを利用してＰＤＣＣＨ及びＰＨＩＣＨ機能をそれぞれ行う物理チャネル及
び位置参照信号を生成することができ、前記生成したＰＤＣＣＨ及びＰＨＩＣＨ機能をそ
れぞれ行う物理チャネルは、前記第１送受信ポイントがＰＤＳＣＨ伝送に使用することが
できる無線資源を利用して伝送することができる。
【００２３】
　前記基地局は、前記端末から報告されたチャネル状態情報に基づいて前記端末に対する
協力伝送を行った少なくとも１つの送受信ポイントで構成された協力ポイント集合を構成
し、前記協力ポイント集合に含まれた少なくとも１つの送受信ポイントは、前記端末の仮
想セルＩＤを利用して生成したＰＤＳＣＨを同一の無線資源を利用して前記端末に伝送す
ることができ、前記端末の復調のための端末固有参照信号を前記ＰＤＳＣＨと同時に前記
端末に伝送することができる。
【００２４】
　また、本発明のさらに他の態様による多重送受信ポイントを使用する無線通信システム
は、基地局、前記基地局が運用する同じセルに属する第１送受信ポイント及び少なくとも
１つの第２送受信ポイントを備えた無線通信システムで、前記基地局は、前記第１送受信
ポイント及び前記少なくとも１つの送受信ポイントのうち少なくとも１つの送受信ポイン
トで伝送するＣＳＩ参照信号（Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｓｔａｔｅ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　
Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ）が含まれたＣＳＩ参照信号測定情報を前記端末に伝
送し、前記端末から前記ＣＳＩ参照信号測定情報に相当するＣＳＩ参照信号に対する測定
結果を受信した後、受信した前記測定結果に基づいて前記端末が測定しなければならない
少なくとも１つのＣＳＩ参照信号パターンを前記端末に伝送する。
【００２５】
　また、本発明のさらに他の態様による多重送受信ポイントを使用する無線通信システム
は、基地局、前記基地局が運用する同じセルに属する第１送受信ポイント及び少なくとも
１つの第２送受信ポイントを備えた無線通信システムで、少なくとも１つの端末が前記基
地局からそれぞれ割り当てられた互いに異なる仮想セルＩＤを利用してアップリンクチャ
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ネル及び参照信号を生成した後、前記第１送受信ポイント及び前記少なくとも１つの第２
送受信ポイントのうち少なくとも１つの送受信ポイントに伝送することができる。
【００２６】
　ここで、前記少なくとも１つの端末それぞれは、割り当てられた互いに異なる仮想セル
ＩＤを利用してＰＵＳＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｕｐｌｉｎｋ　Ｓｈａｒｅｄ　Ｃｈａｎ
ｎｅｌ）、ＰＵＣＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｕｐｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎ
ｅｌ）、ＤＭＲＳ（Ｄｅｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ　Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ）及
びＳＲＳ（Ｓｏｕｎｄｉｎｇ　Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ）のうち少なくとも１
つの信号を生成することができる。
【発明の効果】
【００２７】
　前述したような多重送受信ポイントを使用する無線通信システムによれば、同じセル内
に属する複数の送受信ポイントが同一の物理階層セルＩＤを有する通信環境で、複数の送
受信ポイントを利用したダウンリンク通信のための物理チャネル伝送方法及び参照信号伝
送方法を提供し、仮想セルＩＤを導入し、物理チャネル及び参照信号を伝送する方法を提
供することによって、既存の標準規格に対する変更を最小化しながら、複数の送受信ポイ
ントを利用した効率的な伝送を可能にする。
【００２８】
　また、同じセル内に属する複数の送受信ポイントを利用した協力伝送方法を提供するこ
とによって、ダウンリンク通信効率を向上させることができる。
【００２９】
　また、同じセル内に属する複数の送受信ポイントが同一の物理階層セルＩＤを有する通
信環境で、複数の送受信ポイントを利用したアップリンク通信のために仮想セルＩＤを導
入し、アップリンク物理チャネル及び参照信号伝送方法を提供することによって、既存の
標準規格に対する変更を最小化しながら、アップリンク通信効率を向上させることができ
る。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
【図１】図１は、本発明の一実施例による多重送受信ポイントを使用する無線通信システ
ムを示す概念図である。
【図２】図２は、本発明の一実施例による多重送受信ポイントを使用する無線通信システ
ムのダウンリンク通信方法を示す。
【図３】図３は、本発明の一実施例による多重送受信ポイントを使用するダウンリンク伝
送で仮想セルＩＤの使用例を説明するための流れ図である。
【図４】図４は、本発明の一実施例による多重送受信ポイントを使用するダウンリンク通
信方法のうちＣＳＩ参照信号基盤測定過程を示す流れ図である。
【図５】図５は、本発明の一実施例による多重送受信ポイントを使用するダウンリンク通
信方法で協力多重ポイント伝送を行う過程を示す流れ図である。
【発明を実施するための形態】
【００３１】
　本発明は、多様な変更を行うことができ、さまざまな実施例を有することができるとこ
ろ、特定の実施例を図面に例示し、詳細に説明する。
【００３２】
　しかし、これは、本発明を特定の実施形態に限定しようとするものではなく、本発明の
思想及び技術範囲に含まれるすべての変更、均等物ないし代替物を含むものと理解しなけ
ればならない。
【００３３】
　本出願において使用した用語は、ただ特定の実施例を説明するために使用されたもので
、本発明を限定しようとする意図ではない。単数の表現は、文脈上明白に異なって意味し
ない限り、複数の表現を含む。本出願において、「含む」または「有する」などの用語は
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、明細書上に記載した特徴、数字、段階、動作、構成要素、部品またはこれらを組み合わ
せたものが存在することを指定しようとするものであって、１つまたはそれ以上の他の特
徴や数字、段階、動作、構成要素、部品またはこれらを組み合わせたものの存在または付
加可能性をあらかじめ排除しないものと理解しなければならない。
【００３４】
　異なって定義されない限り、技術的または科学的な用語を含んでここで使用されるすべ
ての用語は、本発明の属する技術分野における通常の知識を有する者によって一般的に理
解されるものと同一の意味を有している。一般的に使用される辞書に定義されているもの
のような用語は、関連技術の文脈上有する意味と一致する意味を有するものと解釈しなけ
ればならないし、本出願において明白に定義しない限り、理想的または過度に形式的な意
味として解釈されない。
【００３５】
　本出願で使用する‘端末’は、移動局（ＭＳ：Ｍｏｂｉｌｅ　Ｓｔａｔｉｏｎ）、移動
端末（ＭＴ：ＭｏｂｉｌｅＴｅｒｍｉｎａｌ）、ユーザ端末、ユーザ装備（ＵＥ：Ｕｓｅ
ｒ　Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ）、ユーザターミナル（ＵＴ：Ｕｓｅｒ　Ｔｅｒｍｉｎａｌ）、
無線ターミナル、アクセスターミナル（ＡＴ）、加入者ユニット（Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ
　Ｕｎｉｔ）、加入者スチーション（ＳＳ：Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｓｔａｔｉｏｎ）、
無線機器（Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　ｄｅｖｉｃｅ）、無線通信デバイス、無線送受信ユニット
（ＷＴＲＵ：Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　Ｔｒａｎｓｍｉｔ／Ｒｅｃｅｉｖｅ　Ｕｎｉｔ）、移動
ノード、モバイルまたは他の用語と称されることができる。
【００３６】
　また、本出願で使用する‘基地局’は、一般的に端末と通信する固定された地点を言い
、ベーススチーション（Ｂａｓｅ　Ｓｔａｔｉｏｎ）、ノード－Ｂ（Ｎｏｄｅ－Ｂ）、ｅ
ノード－Ｂ（ｅＮｏｄｅ－Ｂ）、ＢＴＳ（Ｂａｓｅ　Ｔｒａｎｓｃｅｉｖｅｒ　Ｓｙｓｔ
ｅｍ）、アクセスポイント（Ａｃｃｅｓｓ　Ｐｏｉｎｔ）など他の用語と呼ばれることが
できる。
【００３７】
　また、本出願で使用する‘ポイント（ｐｏｉｎｔ）’または‘送受信ポイント’は、少
なくとも１つの送信及び受信アンテナを備え、基地局と光ファイバ、マイクロウエーブな
どで連結され、基地局と情報を取り交わすことができる送受信装置であって、ＲＲＨ（Ｒ
ｅｍｏｔｅ　Ｒａｄｉｏ　Ｈｅａｄ）、ＲＲＵ（Ｒｅｍｏｔｅ　Ｒａｄｉｏ　Ｕｎｉｔ）
、サイト、分散アンテナなどと呼ばれることができる。
【００３８】
　以下、添付の図面を参照して、本発明の好ましい実施例をさらに詳細に説明する。以下
、図面上の同一の構成要素については、同一の参照符号を使用し、同一の構成要素につい
て重複説明を省略する。
【００３９】
　図１は、本発明の一実施例による多重送受信ポイントを使用する無線通信システムを示
す概念図である。
【００４０】
　図１を参照すれば、本発明の一実施例による無線通信システムは、基地局１１０、広域
送受信ポイント１３０及び狭域送受信ポイント１５０を含むことができ、広域送受信ポイ
ント１３０及び少なくとも１つの狭域送受信ポイント１５０は、基地局１１０が運用する
セル１１１内に位置することができる。広域送受信ポイント１３０は、高い伝送電力を利
用して広い伝送領域（ｃｏｖｅｒａｇｅ）１３１を形成し、狭域送受信ポイント１５０は
、広域送受信ポイント１３０より低い伝送電力を利用して広域送受信ポイント１３０の伝
送領域１３１より狭い伝送領域１５１を形成することができる。
【００４１】
　また、図１に示されたように、複数の狭域送受信ポイント１５０それぞれの伝送領域１
５１は、広域送受信ポイント１３０の伝送領域１３１に含まれるように配置されることが
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でき、複数の狭域送受信ポイントは、広域送受信ポイント１３０と無線または有線で連結
され、制御情報及び／またはデータを取り交わすことができる。また、複数の狭域送受信
ポイント１５０及び広域送受信ポイント１３０は、基地局１１０と光ファイバ、マイクロ
ウェーブなどを通じて連結され、基地局１１０と情報を取り交わすことができ、基地局１
１０を通じて互いに異なる送受信ポイントと情報を交換することもできる。
【００４２】
　図１に示されたような無線通信システムで各送受信ポイント１３０、１５０の物理階層
セルＩＤ（ＰＣＩ：Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｃｅｌｌ　Ｉｄｅｎｔｉｔｙ）割り当て方式は、
２つの方式を考慮することができる。
【００４３】
　一番目の物理階層セルＩＤ割り当て方式は、すべての送受信ポイント１３０、１５０が
互いに異なる物理階層セルＩＤを有するように割り当てる方式であって、各送受信ポイン
ト１３０、１５０が独自のセル領域（ｃｅｌｌ　ｃｏｖｅｒａｇｅ）を構成するようにな
る。３ＧＰＰＬＴＥ　Ｒｅｌｅａｓｅ－８、Ｒｅｌｅａｓｅ－９、ＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃ
ｅｄ　Ｒｅｌｅａｓｅ－１０規格は、前記一番目の方式に適用されて使用されることがで
きる。
【００４４】
　二番目の物理階層セルＩＤ割り当て方式は、同じセルに属するすべての送受信ポイント
１３０、１５０に同一の物理階層セルＩＤを割り当てる方式であって、前述した既存の３
ＧＰＰＬＴＥまたはＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄ規格は、二番目の方式に適用することがで
きない。
【００４５】
　本発明の一実施例による多重送受信ポイントを使用する無線通信システムでは、すべて
の送受信ポイントが同じセルに属し、同じセルＩＤが割り当てられた場合、送受信ポイン
トの通信のためのダウンリンク（ｄｏｗｎｌｉｎｋ）通信方法及びアップリンク（ｕｐｌ
ｉｎｋ）通信方法を提供する。以下、本発明の実施例において基地局と端末の通信は、３
ＧＰＰ　ＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄ　Ｒｅｌｅａｓｅ－１０規格に従うものと仮定する。
【００４６】
　まず、本発明の一実施例による多重送受信ポイントを使用するダウンリンク通信方法を
説明する。
【００４７】
　図２は、本発明の一実施例による多重送受信ポイントを使用する無線通信システムのダ
ウンリンク通信方法を示す。
【００４８】
　以下、図２を参照して本発明の一実施例による多重送受信ポイントを使用する無線通信
システムのダウンリンク通信方法をそれぞれのダウンリンク物理チャネル及び参照信号別
に詳細に説明する。
【００４９】
　フレーム同期
　本発明の一実施例による多重送受信ポイントを利用したダウンリンク通信方法では、す
べての送受信ポイントが伝送するラジオフレーム（ｒａｄｉｏ　ｆｒａｍｅ）が互いに同
期が合わせられていると仮定する。また、すべてのラジオフレームの同期が合わせられて
いるので、ラジオフレームを構成するサブフレーム（ｓｕｂｆｒａｍｅ）とＯＦＤＭシン
ボル（ｓｙｍｂｏｌ）の同期も合わせられているものと仮定する。
【００５０】
　同期信号及びセル固有参照信号
　本発明の一実施例による多重送受信ポイントを使用するダウンリンク通信方法で同期信
号（ｓｙｎｃｈｒｏｎｉｚａｔｉｏｎ　ｓｉｇｎａｌ）及びセル固有参照信号（Ｃｅｌｌ
－Ｓｐｅｃｉｆｉｃ　Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ）を伝送する方法は、大きく２
つを考慮することができる。ここで、セル固有参照信号は、端末がダウンリンクチャネル
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を推定し、これに基づいて受信した信号の復調を行うために使用される。
【００５１】
　一番目の方法は、送受信ポイントのうち特定送受信ポイント（例えば、広域送受信ポイ
ント）が自分が備えた伝送アンテナを利用して物理階層セルＩＤに該当する同期信号とセ
ル固有参照信号を伝送し、他の送受信ポイント（例えば、狭域送受信ポイント）は、前記
特定送受信ポイントが同期信号とセル固有参照信号を伝送するのに使用した無線資源を利
用して信号を伝送しない方法である。
【００５２】
　二番目の方法は、すべての送受信ポイントが物理階層セルＩＤに該当する同期信号とセ
ル固有参照信号を同一の無線資源を利用して同時に伝送する方法である。
【００５３】
　ここで、無線資源は、３ＧＰＰ　ＬＴＥ及びＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄ標準規格に定義
されている時間－周波数空間の資源元素（Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｅｌｅｍｅｎｔ）を意味す
る。
【００５４】
　ＣＳＩ参照信号
　各送受信ポイントは、自分のＣＳＩ参照信号（Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｓｔａｔｅ　Ｉｎｆｏ
ｒｍａｔｉｏｎ　Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ）を伝送することができる。ここで
、ＣＳＩ参照信号は、端末がダウンリンクチャネルの品質を測定するために使用する参照
信号であって、各送受信ポイントが伝送するＣＳＩ参照信号の設定とこれに相当する無線
資源のマッピングは、互いに異なることができる。また、各送受信ポイントが自分のＣＳ
Ｉ参照信号を伝送するときに使用するＣＳＩ参照信号シーケンスは、物理階層セルＩＤを
利用して生成することができる。
【００５５】
　Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｍｕｔｉｃａｓｔ　Ｃｈａｎｎｅｌ　ｏｒ　ＰＭＣＨ
　同じセル内に属する各送受信ポイントは、いずれも同一の無線資源を利用してＰＭＣＨ
を伝送することができる。ここで、ＰＭＣＨは、ＭＢＳＦＮ（Ｍｕｌｔｉｃａｓｔ－Ｂｒ
ｏａｄｃａｓｔ　Ｓｉｎｇｌｅ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）動作のために使
用される物理チャネルを意味する。
【００５６】
　Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｂｒｏａｄｃａｓｔ　Ｃｈａｎｎｅｌ　ｏｒ　ＰＢＣＨ
　ＰＢＣＨは、端末がネットワークに接続するのに必要なシステム情報を伝送するために
使用される物理チャネルであって、本発明の一実施例による多重送受信ポイントを使用す
るダウンリンク通信方法では、ＰＢＣＨを伝送する２つの方法を提供する。
【００５７】
　一番目の方法は、広域送受信ポイントがＰＢＣＨを伝送する方法である。ここで、広域
送受信ポイントは、ＰＢＣＨ伝送時にビット単位スクランブリング（ｂｉｔ－ｌｅｖｅｌ
　ｓｃｒａｍｂｌｉｎｇ）のためのスクランブリングシーケンス（ｓｃｒａｍｂｌｅ　ｓ
ｅｑｕｅｎｃｅ）の生成にＬＴＥ及びＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄ標準規格に定義された方
式のように物理階層セルＩＤを使用する。一方、少なくとも１つの狭域送受信ポイントは
、広域送受信ポイントがＰＢＣＨを伝送するために使用する無線資源を利用して信号を伝
送しない。
【００５８】
　二番目の方法は、同じセルに属するすべての送受信ポイントが同時に同一のＰＢＣＨを
同一の無線資源を利用して伝送する方法である。ここで、各送受信ポイントは、ＰＢＣＨ
伝送時にビット単位スクランブリングのためのスクランブリングシーケンスの生成にＬＴ
Ｅ及びＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄ標準規格に定義された方式のように物理階層セルＩＤを
使用する。
【００５９】
　Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｆｏｒｍａｔ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ　Ｃｈａｎｎ
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ｅｌ　ｏｒ　ＰＣＦＩＣＨ
　ＰＣＦＩＣＨは、端末にＰＤＣＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔ
ｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ）をデコーディングするのに必要な情報を提供するために使用さ
れるダウンリンク物理チャネルであって、本発明の一実施例による多重送受信ポイントを
使用するダウンリンク通信方法では、ＰＣＦＩＣＨを伝送する２つの方法を提供する。
【００６０】
　一番目の方法は、広域送受信ポイントがＰＣＦＩＣＨを伝送する方法である。ここで、
広域送受信ポイントは、ＰＣＦＩＣＨ伝送のための無線資源マッピングとビット単位スク
ランブリングのためのスクランブリングシーケンスの生成にＬＴＥ及びＬＴＥ－Ａｄｖａ
ｎｃｅｄ標準規格に定義された方式のように物理階層セルＩＤを使用する。一方、少なく
とも１つの狭域送受信ポイントは、広域送受信ポイントがＰＣＦＩＣＨを伝送するために
使用する無線資源を利用して信号を伝送しない。
【００６１】
　二番目の方法は、同じセルに属するすべての送受信ポイントが同時に同一のＰＣＦＩＣ
Ｈを同一の無線資源を利用して伝送する方法である。ここで、各送受信ポイントは、ＰＣ
ＦＩＣＨ伝送時にビット単位スクランブリングのためのスクランブリングシーケンスの生
成にＬＴＥ及びＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄ標準規格に定義された方式のように物理階層セ
ルＩＤを使用する。
【００６２】
　Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ　ｏｒ　ＰＤ
ＣＣＨ
　ＰＤＣＣＨは、端末がＰＤＳＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｓｈａｒｅ
ｄ　Ｃｈａｎｎｅｌ）の受信に必要なスケジューリング割り当て（ｓｃｈｅｄｕｌｉｎｇ
　ａｓｓｉｇｎｍｅｎｔ）などのダウンリンク制御情報と端末のＰＵＳＣＨ（Ｐｈｙｓｉ
ｃａｌ　Ｕｐｌｉｎｋ　Ｓｈａｒｅｄ　Ｃｈａｎｎｅｌ）伝送のためのスケジューリング
承認（ｓｃｈｅｄｕｌｉｎｇ　ｇｒａｎｔ）などの情報を伝送するために使用されるダウ
ンリンク物理チャネルである。
【００６３】
　本発明の一実施例による多重送受信ポイントを使用するダウンリンク通信方法では、Ｐ
ＤＣＣＨを伝送する２つの方法を提供する。
【００６４】
　一番目の方法は、広域送受信ポイントがＰＤＣＣＨを伝送する方法である。ここで、広
域送受信ポイントは、ＰＤＣＣＨ伝送時に無線資源のマッピングとビット単位スクランブ
リングのためのスクランブリングシーケンスの生成にＬＴＥ及びＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅ
ｄ標準規格に定義された方式のように物理階層セルＩＤを使用する。一方、少なくとも１
つの狭域送受信ポイントは広域送受信ポイントがＰＤＣＣＨを伝送するために使用する無
線資源を利用して信号を伝送しない。
【００６５】
　二番目の方法は、同じセルに属するすべての送受信ポイントが同時に同一のＰＤＣＣＨ
を同一の無線資源を利用して伝送する方法である。ここで、各送受信ポイントは、ＰＤＣ
ＣＨ伝送時にビット単位スクランブリングのためのスクランブリングシーケンスの生成に
ＬＴＥ及びＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄ標準規格に定義された方式のように物理階層セルＩ
Ｄを使用する。
【００６６】
　Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｈｙｂｒｉｄ　ＡＲＱ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ　Ｃｈａｎｎｅｌ　ｏ
ｒ　ＰＨＩＣＨ
　ＰＨＩＣＨは、端末に伝送ブロック（ｔｒａｎｓｐｏｒｔ　ｂｌｏｃｋ）の再伝送実行
可否を通知するためのＨＡＲＱ　ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅｍｅｎｔを伝送するために使用
されるダウンリンク物理チャネルである。
【００６７】
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　本発明の一実施例による多重送受信ポイントを使用するダウンリンク通信方法では、Ｐ
ＨＩＣＨを伝送する２つの方法を提供する。
【００６８】
　一番目の方法は、広域送受信ポイントがＰＨＩＣＨを伝送する方法である。ここで、広
域送受信ポイントは、ＰＨＩＣＨ伝送時にセル固有スクランブリングシーケンス（Ｃｅｌ
ｌ－ｓｐｅｃｉｆｉｃ　Ｓｃｒａｍｂｌｉｎｇ　Ｓｅｑｕｅｎｃｅ）生成にＬＴＥ及びＬ
ＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄ標準規格に定義された方式のように物理階層セルＩＤを使用する
。一方、少なくとも１つの狭域送受信ポイントは、広域送受信ポイントがＰＨＩＣＨを伝
送するために使用する無線資源を利用して信号を伝送しない。
【００６９】
　二番目の方法は、同じセルに属するすべての送受信ポイントが同時に同一のＰＨＩＣＨ
を同一の無線資源を利用して伝送する方法である。ここで、各送受信ポイントは、ＰＨＩ
ＣＨ伝送時にビット単位スクランブリングのためのスクランブリングシーケンスの生成に
ＬＴＥ及びＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄ標準規格に定義された方式のように物理階層セルＩ
Ｄを使用する。
【００７０】
　ＭＢＳＦＮ参照信号
　ＭＢＳＦＮ参照信号（ＭＢＳＦＮ　Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ）は、端末がＭ
ＢＳＦＮデータを伝送する各送受信ポイントの合成（ｃｏｍｐｏｓｉｔｅ）チャネルを測
定するために使用される参照信号である。本発明の一実施例による多重送受信ポイントを
使用するダウンリンク通信方法では、各送受信ポイントがＭＢＳＦＮ参照信号を伝送する
ことができる。ここで、各送受信ポイントがＭＢＳＦＮ参照信号を伝送するのに使用する
無線資源とシーケンスは、同一であることができる。
【００７１】
　位置参照信号
　位置参照信号（ＰＲＳ：Ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ　Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ
）は、基地局及び／または送受信ポイントが端末の位置推定を効果的に行うために伝送す
る信号であって、端末は、位置参照信号を測定し、測定された値に基づいて自分の位置を
計算し、基地局及び／または送受信ポイントに伝送するか、または端末の位置を計算する
のに必要な情報を伝送することによって、基地局及び／または送受信ポイントが端末の位
置を判断するようにする。
【００７２】
　本発明の一実施例による多重送受信ポイントを使用するダウンリンク通信方法では、位
置参照信号を伝送する２つの方法を提供する。
【００７３】
　一番目の方法は、広域送受信ポイントが位置参照信号を伝送する方法である。ここで、
広域送受信ポイントは、位置参照信号のシーケンス生成と位置参照信号の無線資源マッピ
ングにＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄ標準規格に定義された方式のように物理階層セルＩＤを
使用する。一方、少なくとも１つの狭域送受信ポイントは、広域送受信ポイントが位置参
照信号を伝送するために使用する無線資源を利用して信号を伝送しない。
【００７４】
　二番目の方法は、同じセルに属するすべての送受信ポイントが同時に同一の位置参照信
号を同一の無線資源を利用して伝送する方法である。ここで、各送受信ポイントは、位置
参照信号のシーケンス生成と位置参照信号の無線資源マッピングにＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃ
ｅｄ標準規格に定義された方式のように物理階層セルＩＤを使用する。
【００７５】
　仮想セルＩＤ導入
　本発明の一実施例による多重送受信ポイントを使用するダウンリンク通信方法では、Ｌ
ＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄ　Ｒｅｌｅａｓｅ－１１またはその以後の標準規格を支援する端
末のために複数の送受信ポイントが同じセルに属するネットワーク配置環境で仮想セルＩ
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Ｄを導入する。
【００７６】
　ＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄ　Ｒｅｌｅａｓｅ－１０標準規格では、端末固有参照信号（
ＵＥ－ｓｐｅｃｉｆｉｃ　Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ）に使用される参照信号シ
ーケンスは、疑似ランダムシーケンスであって、疑似ランダムシーケンス生成に使用され
る初期化値は、物理階層セルＩＤによって異なるものと定義している。したがって、物理
階層セルＩＤが互いに異なるセルは、互いに異なる疑似ランダムシーケンスを参照信号シ
ーケンスとして使用するようになる。このように互いに異なるセルが互いに異なる物理階
層セルＩＤを使用し、互いに異なる疑似ランダムシーケンスを生成するようにする理由は
、セル間の干渉（Ｉｎｔｅｒ－Ｃｅｌｌ　Ｉｎｔｅｒｆｅｒｅｎｃｅ）を緩和するためで
ある。特に、アンテナポート７、８、９、１０、１１、１２、１３、１４に該当する参照
信号の場合、すべてのセルが同一の無線資源を使用するので、隣接セルから伝送される参
照信号による干渉信号を緩和するために隣接セル間に互いに異なる参照信号シーケンスを
使用する必要がある。
【００７７】
　一方、図１に示されたように、多重送受信ポイントを使用する伝送環境で複数の送受信
ポイントが同一の資源を利用して互いに異なるデータを伝送する場合、互いに隣合う送受
信ポイントが伝送した信号の干渉を緩和するために送受信ポイント間に互いに異なる参照
信号シーケンスを使用する必要がある。
【００７８】
　前述したように、送受信ポイントが互いに異なる参照信号を使用するためには、各送受
信ポイントが端末固有参照信号シーケンス生成に使用される疑似ランダムシーケンスを生
成するとき、互いに異なる初期化値を使用することが好ましい。
【００７９】
　図３は、本発明の一実施例による多重送受信ポイントを使用するダウンリンク伝送で仮
想セルＩＤの使用例を説明するための流れ図である。
【００８０】
　図３を参照すれば、まず、基地局１１０は、各端末１７１、１７３別に仮想セルＩＤを
通知する（段階Ｓ３１０）。
【００８１】
　その後、基地局１１０は、仮想セルＩＤを物理階層セルＩＤの代わりに適用し、疑似ラ
ンダムシーケンスを発生させて参照信号シーケンスを生成し（段階Ｓ３２０）、生成した
参照信号シーケンスを利用して各端末１７１、１７３の固有参照信号を生成した後（段階
Ｓ３３０）、生成した各端末１７１、１７３の固有参照信号を当該端末に伝送する（段階
Ｓ３４０）。ここで、仮想セルＩＤは、端末別に互いに異なる値が割り当てられることが
できる。
【００８２】
　各端末１７１、１７３は、基地局１１０から割り当てられた仮想セルＩＤを利用して参
照信号シーケンスを生成し（段階Ｓ３５０）、生成した参照信号シーケンスを利用して端
末固有参照信号を検出する（段階Ｓ３６０）。
【００８３】
　ＰＤＳＣＨ伝送の場合、基地局は、各コードワードのビット単位スクランブリングに使
用するスクランブリングシーケンスを生成するために物理階層セルＩＤの代わりに仮想セ
ルＩＤを適用し、疑似ランダムシーケンスを生成することができる。この場合、端末は、
基地局から割り当てられた仮想セルＩＤを利用してスクランブリングシーケンスを生成し
た後、生成したスクランブリングシーケンスを利用してＰＤＳＣＨ検出を行う。
【００８４】
　以下、本発明の一実施例による多重送受信ポイントを使用するダウンリンク通信方法で
仮想セルＩＤを使用する方法をさらに詳細に説明する。
【００８５】
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　Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｓｈａｒｅｄ　Ｃｈａｎｎｅｌ　ｏｒ　ＰＤＳ
ＣＨ
　ＬＴＥまたはＬＴＥ－ＡｄｖａｎｃｅｄのＲｅｌｅａｓｅ－８／９／１０標準規格を支
援する端末の場合、各コードワードのビット単位スクランブリングに使用するスクランブ
リングシーケンスは、物理階層セルＩＤを利用して疑似ランダムシーケンスを発生させて
スクランブリングシーケンスを生成する。
【００８６】
　ＬＴＥ－ＡｄｖａｎｃｅｄのＲｅｌｅａｓｅ－１１及びその以後の標準規格を支援する
端末の場合、仮想セルＩＤを割り当てられた端末には、物理階層セルＩＤの代わりに仮想
セルＩＤを利用してスクランブリングシーケンスを生成する。
【００８７】
　または、ＬＴＥ－ＡｄｖａｎｃｅｄのＲｅｌｅａｓｅ－１１及びその以後の標準規格を
支援する端末が仮想セルＩＤを割り当てられない場合には、物理階層セルＩＤを利用して
スクランブリングシーケンスを生成することができる。例えば、端末が網に接続するため
にランダムアクセスを行う過程では、端末がまだ仮想セルＩＤを割り当てられない状態な
ので、基地局は、端末のランダムアクセスに対する応答及びメッセージ伝送に物理階層セ
ルＩＤを適用してスクランブリングシーケンスを生成した後、生成されたスクランブリン
グシーケンスを利用して符号化されたコードワードのビット単位スクランブリングを行う
。
【００８８】
　本発明の一実施例による多重送受信ポイントを使用するダウンリンク通信方法では、Ｐ
ＤＳＣＨを伝送する２つの方法を提供する。
【００８９】
　一番目の方法は、広域送受信ポイントがＰＤＳＣＨを伝送する方法である。端末は、伝
送モード（ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　ｍｏｄｅ）によってセル固有参照信号（ＣＲＳ：
Ｃｅｌｌ－ｓｐｅｃｉｆｉｃ　Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ）を使用するか、また
は端末固有参照信号（ＵＥ－ｓｐｅｃｉｆｉｃ　Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ）を
利用して、広域送受信ポイントから受信したＰＤＳＣＨを復調することができる。
【００９０】
　一方、少なくとも１つの狭域送受信ポイントは、端末がＣＳＩ参照信号（ＣＳＩ－ＲＳ
）を利用してチャネル推定及びＣＱＩ（Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｑｕａｌｉｔｙ　Ｉｎｄｉｃａ
ｔｉｏｒ）情報を獲得し、端末固有参照信号を利用してデータ復調を行う伝送モードに設
定された場合には、当該端末にＰＤＳＣＨと端末固有参照信号を伝送することができる。
【００９１】
　または、少なくとも１つの狭域送受信ポイントは、端末がセル固有参照信号（ＣＲＳ）
を利用してチャネル推定及びＣＱＩ情報を獲得し、データ復調を行う伝送モードに設定さ
れた場合には、当該端末にＰＤＳＣＨを伝送しない。これは、一番目の方法では、少なく
とも１つの狭域送受信ポイントが端末にセル固有参照信号（ＣＲＳ）を伝送しないからで
ある。
【００９２】
　二番目の方法は、端末がＣＳＩ参照信号を利用してチャネル推定とＣＱＩ情報を獲得し
、端末固有参照信号を利用してデータ復調を行う伝送モードに設定された場合、同じセル
に属するそれぞれの送受信ポイントが当該端末にＰＤＳＣＨと端末固有参照信号を伝送す
る方法である。
【００９３】
　または、セル固有参照信号を利用してチャネル推定とＣＱＩ情報を獲得し、データ復調
を行う伝送モードに設定された場合には、同じセルに属するすべての送受信ポイントが同
一のＰＤＳＣＨを同時に端末に伝送する。
【００９４】
　端末固有参照信号
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　同じセルに属する各送受信ポイントは、それぞれＰＤＳＣＨとともに端末固有参照信号
を伝送することができる。
【００９５】
　ここで、各送受信ポイントは、仮想セルＩＤを割り当てた端末には、物理階層セルＩＤ
の代わりに、仮想セルＩＤを利用して端末固有参照信号シーケンスを生成して伝送し、こ
れを受信した端末は、割り当てられた仮想セルＩＤを利用して生成した参照信号シーケン
スを利用して端末固有参照信号を検出する。
【００９６】
　また、各送受信ポイントは、仮想セルＩＤを割り当てた端末には、物理階層セルＩＤの
代わりに、仮想セルＩＤを利用して端末固有参照信号シーケンスを生成して伝送し、これ
を受信した端末は、仮想セルＩＤを利用して参照信号シーケンスを生成し、端末固有参照
信号を検出する。
【００９７】
　また、各送受信ポイントは、仮想セルＩＤを割り当てた端末には、アンテナポート（Ａ
ｎｔｅｎｎａ　Ｐｏｒｔ）５で伝送される信号（例えば、端末固有参照信号）の無線資源
マッピングに物理階層セルＩＤの代わりに仮想セルＩＤを利用して決定された無線資源を
使用する。
【００９８】
　または、各送受信ポイントは、仮想セルＩＤを割り当てられない端末には、物理階層セ
ルＩＤを利用して端末固有参照信号シーケンスを生成して伝送し、これを受信した端末は
、物理階層セルＩＤを利用して生成したレファレンス信号シーケンスを利用して端末固有
参照信号を検出する。
【００９９】
　また、各送受信ポイントは、仮想セルＩＤを割り当てられない端末には、アンテナポー
ト５で伝送される信号に対する無線資源マッピングに物理階層セルＩＤを利用して決定さ
れた無線資源を使用する。
【０１００】
　ＲＲＨ－ＰＤＣＣＨとＲＲＨ－ＰＨＩＣＨの導入
　本発明の一実施例による多重送受信ポイントを使用するダウンリンク通信方法では、同
じセルに属する各送受信ポイントがＬＴＥまたはＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄ標準規格に定
義されたＰＤＣＣＨ及びＰＨＩＣＨの機能をそれぞれ行うことができる新しい物理チャネ
ルを導入する。
【０１０１】
　本発明の一実施例では、ＰＤＣＣＨの機能を行うことができる新しい物理チャネルをＲ
ＲＨ－ＰＤＣＣＨと称し、ＰＨＩＣＨ機能を行うことができる新しい物理チャネルをＲＲ
Ｈ－ＰＨＩＣＨと称する。
【０１０２】
　同じセルに属する各送受信ポイントは、端末がＲＲＨ－ＰＤＣＣＨとＲＲＨ－ＰＨＩＣ
Ｈを復調することができるようにＲＲＨ－ＰＤＣＣＨ及びＲＲＨ－ＰＨＩＣＨと端末固有
参照信号を一緒に伝送する。ここで、ＲＲＨ－ＰＤＣＣＨとＲＲＨ－ＰＨＩＣＨは、広域
送受信ポイントがＰＤＳＣＨ伝送に使用することができる無線資源のうち一部を利用して
伝送されることができる。
【０１０３】
　また、各送受信ポイントは、ＲＲＨ－ＰＤＣＣＨとＲＲＨ－ＰＨＩＣＨの無線資源への
マッピングとビット単位スクランブリングのためのスクランブリングシーケンス生成に仮
想セルＩＤを使用することができる。
【０１０４】
　ＲＲＨ－ＰＲＳの導入
　本発明の一実施例による多重送受信ポイントを使用するダウンリンク通信方法では、端
末の位置確認正確度を高めるために新しい参照信号を導入する。本発明では、前述した新
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しい参照信号をＲＲＨ－ＰＲＳと称する。
【０１０５】
　同じセルに属する複数の送受信ポイントは、端末の位置確認のためにＲＲＨ－ＰＲＳを
伝送することができる。ここで、各送受信ポイントは、ＲＲＨ－ＰＲＳのシーケンス生成
とＲＲＨ－ＰＲＳの無線資源マッピングに仮想セルＩＤを使用することができる。
【０１０６】
　ＣＳＩ参照信号基盤測定
　本発明の一実施例による多重送受信ポイントを使用するダウンリンク通信方法では、Ｃ
ＳＩ参照信号（ＣＳＩＲＳ）基盤の測定を行う。
【０１０７】
　図４は、本発明の一実施例による多重送受信ポイントを使用するダウンリンク通信方法
のうちＣＳＩ参照信号基盤測定過程を示す流れ図である。
【０１０８】
　図４を参照すれば、まず、基地局１１０は、端末別にＣＳＩ参照信号測定情報を伝送す
る（段階Ｓ４１０）。ここで、ＣＳＩ参照信号測定情報には、各送受信ポイントで伝送す
るＣＳＩ参照信号の全体または一部のＣＳＩ参照信号に該当する設定情報が含まれること
ができ、あらかじめ定義されたマッピング規則に従って前記設定情報から端末１７０がＣ
ＳＩ参照信号の時間－周波数空間の無線資源パターン情報を把握することができるように
設定される。
【０１０９】
　基地局１１０から伝送されたＣＳＩ参照信号測定のための情報を受信した端末１７０は
、ＣＳＩ参照信号測定情報に含まれたＣＳＩ参照信号に対して測定を行い（段階Ｓ４２０
）、測定結果を基地局１１０に伝送する（段階Ｓ４３０）。
【０１１０】
　基地局１１０は、端末１７０から受信した測定結果に基づいて端末１７０が測定しなけ
ればならないＣＳＩ参照信号パターンまたはＣＳＩ参照信号パターンを決定し（段階Ｓ４
４０）、決定したＣＳＩ参照信号パターンまたはＣＳＩ参照信号パターンを端末１７０に
伝送する（段階Ｓ４５０）。
【０１１１】
　端末１７０は、基地局１１０から受信したＣＳＩ参照信号パターンまたはＣＳＩ参照信
号パターンを利用してリンク適応（Ｌｉｎｋ　Ａｄａｐｔａｔｉｏｎ）のためのＣＳＩを
獲得し（段階Ｓ４６０）、獲得したＣＳＩを基地局１１０に報告する（段階Ｓ４７０）。
　基地局１１０は、端末１７０から受信したＣＳＩに基づいてリンク適応を行う（段階Ｓ
４８０）。
【０１１２】
　複数送受信ポイントの協力伝送
　本発明の一実施例による多重送受信ポイントを使用するダウンリンク通信方法では、基
地局が複数の送受信ポイントを利用して端末にデータまたは制御情報を伝送する協力多重
送受信ポイント伝送を行うことができる。
【０１１３】
　以下、本発明の一実施例による多重送受信ポイントを使用するダウンリンク通信方法で
端末に対して協力伝送を行う複数の送受信ポイントの集合を「協力ポイント集合」と称す
る。
【０１１４】
　図５は、本発明の一実施例による多重送受信ポイントを使用するダウンリンク通信方法
で協力多重ポイント伝送を行う過程を示す流れ図である。
【０１１５】
　まず、基地局１１０は、各端末１７０からチャネル状態情報を受信する（段階Ｓ５１０
）。
【０１１６】
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　その後、基地局１１０は、受信したチャネル状態情報に基づいて端末１７０に対する協
力多重送受信ポイント伝送を行う協力ポイント集合を決定する（段階Ｓ５２０）。すなわ
ち、協力ポイント集合は、各端末１７０のチャネル環境によって端末１７０別に異なるよ
うに設定されることができる。
【０１１７】
　端末１７０に対して協力多重送受信ポイント伝送を行う協力ポイント集合に含まれた複
数の送受信ポイント１５１、１５３は、同一のデータを同一の無線資源を利用して端末１
７０に伝送する伝送信号を生成した後（段階Ｓ５３０）、生成した伝送信号と端末１７０
の復調のための端末固有参照信号を一緒に端末１７０に伝送する（段階Ｓ５４０）。
【０１１８】
　ここで、協力多重送受信ポイント伝送を行う複数の送受信ポイントは、前記端末固有参
照信号をも同時に伝送しなければならないし、互いに同一の参照信号シーケンスを使用し
なければならない。このために、協力多重送受信ポイント伝送を行う複数の送受信ポイン
トは、基地局が端末に通知した仮想セルＩＤを利用して生成したＰＤＳＣＨと端末固有参
照信号シーケンスを伝送する。
【０１１９】
　以下では、すべての送受信ポイントが同じセルに属し、同じセルＩＤが割り当てられた
場合の本発明の一実施例による多重送受信ポイントを使用するアップリンク通信方法を説
明する。　
【０１２０】
　本発明の一実施例による多重送受信ポイントを使用するアップリンク通信方法で端末は
、アップリンクを通じてＰＵＳＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｕｐｌｉｎｋ　Ｓｈａｒｅｄ　
Ｃｈａｎｎｅｌ）、ＰＵＣＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｕｐｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃ
ｈａｎｎｅｌ）、ＰＲＡＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｈａ
ｎｎｅｌ）、ＤＭＲＳ（Ｄｅｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ　Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ
）、ＳＲＳ（Ｓｏｕｎｄｉｎｇ　Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ）を伝送することが
できる。
【０１２１】
　ＰＵＳＣＨ、ＰＵＣＣＨ、ＤＭＲＳ、ＳＲＳの場合、ＬＴＥ　Ｒｅｌｅａｓｅ－８／９
、ＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄ　Ｒｅｌｅａｓｅ－１０規格によれば、下記のような機能の
ために物理階層セルＩＤを利用して信号を生成するようになる。
　－ＰＵＳＣＨのスクランブリングシーケンス生成
　－ＰＵＣＣＨフォーマット１、１ａ、１ｂ、２、２ａ、２ｂのセル固有シンボル単位サ
イクリックシフトホッピング（Ｃｅｌｌ－Ｓｐｅｃｉｆｉｃ　Ｓｙｍｂｏｌ－Ｌｅｖｅｌ
　Ｃｙｃｌｉｃ　Ｓｈｉｆｔ　Ｈｏｐｐｉｎｇ）
　－ＰＵＣＣＨフォーマット３のビット単位スクランブリングシーケンス生成、セル固有
ＳＣ－ＦＤＭＡ（Ｓｉｎｇｌｅ　Ｃａｒｒｉｅｒ－Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓｉｏ
ｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ）シンボル単位サイクリックシフトホッピング（Ｃ
ｅｌｌ－Ｓｐｅｃｉｆｉｃ　Ｃｙｃｌｉｃ　Ｓｈｉｆｔ　Ｈｏｐｐｉｎｇ）、セル固有Ｓ
Ｃ－ＦＤＭＡシンボル単位スクランブリング
　－ＳＲＳとＤＭ　ＲＳのベースシーケンスホッピング（Ｂａｓｅ－Ｓｅｑｕｅｎｃｅ　
Ｈｏｐｐｉｎｇ）、シーケンスグループホッピング（Ｓｅｑｕｅｎｃｅ－Ｇｒｏｕｐ　Ｈ
ｏｐｐｉｎｇ）とシーケンスホッピング（Ｓｅｑｕｅｎｃｅ　Ｈｏｐｐｉｎｇ）
　－ＰＵＳＣＨ　ＤＭ　ＲＳの参照信号シーケンス生成、セル固有スロット単位サイクリ
ックシフトホッピング（Ｃｅｌｌ－Ｓｐｅｃｉｆｉｃ　Ｓｌｏｔ－Ｌｅｖｅｌ　Ｃｙｃｌ
ｉｃ　Ｓｈｉｆｔ　Ｈｏｐｐｉｎｇ）
　－ＰＵＣＣＨ　ＤＭ　ＲＳのセル固有サイクリックシフトホッピング（Ｃｅｌｌ－Ｓｐ
ｅｃｉｆｉｃ　Ｓｙｍｂｏｌ－Ｌｅｖｅｌ　Ｃｙｃｌｉｃ　Ｓｈｉｆｔ　Ｈｏｐｐｉｎｇ
）
【０１２２】
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　ＬＴＥ　Ｒｅｌｅａｓｅ－８／９／１０規格を支援する端末は、当該支援規格によって
信号を生成するので、端末が同じ物理階層セルＩＤを利用して前述した信号を生成して伝
送するようになる。
【０１２３】
　また、周波数利用効率を高めるために端末が使用する資源を端末の位置によって再使用
することもできる。すなわち、相対的に干渉の影響を少なく及ぶ端末は、同じ資源を利用
して前述した信号を伝送することができる。
【０１２４】
　または、周波数資源を空間的に再利用して周波数利用効率を高めるために、端末が使用
する資源を端末から伝送された信号を受信する送受信ポイントを基準にして再使用するこ
ともできる。
【０１２５】
　本発明の一実施例による多重送受信ポイントを使用するアップリンク通信方法では、端
末が仮想セルＩＤを利用してアップリンク伝送を行う方法を提供する。
【０１２６】
　具体的に、端末は、基地局から仮想セルＩＤを割り当てられ、割り当てられた仮想セル
ＩＤを物理階層セルＩＤの代わりに適用し、一部あるいはすべてのアップリンクチャネル
及び信号（例えば、ＰＵＳＣＨ、ＰＵＣＣＨ、ＤＭＲＳ、ＳＲＳ）を生成し、生成した信
号を伝送する。
【０１２７】
　前述したように、本発明の一実施例による多重送受信ポイントを使用するアップリンク
通信方法では、互いに隣接する送受信ポイントに属する端末が互いに異なる仮想セルＩＤ
を使用するようにすることによって、送受信ポイント間の受信信号に対する干渉を緩和す
ることができる効果を得ることができる。
【０１２８】
　また、前述したようなアップリンク伝送方法を通じてそれぞれの送受信ポイントが固有
の物理階層セルＩＤを有するセルを形成する効果を得ることができる。すなわち、同じセ
ルに属する互いに異なる送受信ポイントに属する端末が互いに異なるセルに属する効果が
ある。
【０１２９】
　前述した本発明の一実施例による多重送受信ポイントを使用するアップリンク通信方法
は、ＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄ　Ｒｅｌｅａｓｅ－１１標準規格またはその以後の標準規
格に導入することができ、前記標準規格を支援する端末に適用されることができる。
【０１３０】
　但し、ＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄ　Ｒｅｌｅａｓｅ－１１標準規格またはその以後の標
準規格を支援する端末のうち仮想セルＩＤを割り当てられない端末の場合には、物理階層
セルＩＤを利用して前述したチャネルと信号を生成することができる。
【０１３１】
　例えば、端末がセルに初期ランダムアクセスをする場合には、仮想セルＩＤを割り当て
られない状態であるから、ランダムアクセスメッセージ伝送及びＰＵＣＣＨ　ＡＣＫ／Ｎ
ＡＫ伝送などに物理階層セルＩＤを使用することができる。
【０１３２】
　以上、実施例を参照して説明したが、当該技術分野の熟練された当業者は、下記の特許
請求の範囲に記載された本発明の思想及び領域から逸脱しない範囲内で本発明を多様に修
正及び変更させることができることを理解することができる。
【符号の説明】
【０１３３】
　１１０　基地局
　１３０　広域送受信ポイント
　１５０　狭域送受信ポイント



(18) JP 6219474 B2 2017.10.25

　１５１　送受信ポイント１
　１５３　送受信ポイント２
　１７０　端末
　１７１　端末１
　１７３　端末２

【図１】 【図２】
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