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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくともシーケンスグループ番号に基づいて復調参照信号のシーケンスを生成し、ト
ランスポートブロックの送信のために用いられる物理上りリンク共用チャネルと共に前記
復調参照信号を基地局装置に送信する移動局装置において、
　前記シーケンスに関連するパラメータの値を示す情報を前記基地局装置から受信し、
　contention based random access procedureの一環として前記物理上りリンク共用チャ
ネルで前記トランスポートブロックの送信を行う場合は、前記値を用いずに前記シーケン
スグループ番号を決定することを特徴とする移動局装置。
【請求項２】
　前記contention based random access procedureと関係なく前記物理上りリンク共用チ
ャネルで前記トランスポートブロックの送信を行う場合は、少なくとも前記値を用いて前
記シーケンスグループ番号を決定する請求項１に記載の移動局装置。
【請求項３】
　少なくともシーケンスグループ番号に基づいて復調参照信号のシーケンスを生成し、ト
ランスポートブロックの送信のために用いられる物理上りリンク共用チャネルと共に前記
復調参照信号を基地局装置に送信する移動局装置において、
　前記シーケンスに関連するパラメータの値を示す情報を前記基地局装置から受信し、
　前記トランスポートブロックに関連する前記物理上りリンク共用チャネルのスケジュー
リングのために用いられる最近の下りリンク制御情報フォーマットに付加された巡回冗長
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検査符号がtemporary C-RNTIによってスクランブルされている場合は、前記値を用いずに
前記シーケンスグループ番号を決定することを特徴とする移動局装置。
【請求項４】
　前記移動局装置が前記下りリンク制御情報フォーマットを受信していない、そして、前
記トランスポートブロックの初期送信に関連する前記物理上りリンク共用チャネルがcont
ention based random access procedureに対応するランダムアクセスレスポンスグラント
によってスケジュールされている場合は、前記値を用いずに前記シーケンスグループ番号
を決定する請求項３に記載の移動局装置。
【請求項５】
　前記最近の下りリンク制御情報フォーマットに付加された前記巡回冗長検査符号がC-RN
TIによってスクランブルされている場合は、少なくとも前記値を用いて前記シーケンスグ
ループ番号を決定する請求項３または請求項４に記載の移動局装置。
【請求項６】
　前記トランスポートブロックに関連する前記物理上りリンク共用チャネルのスケジュー
リングのために用いられる最近の下りリンク制御情報フォーマットが下りリンク制御情報
フォーマット４である場合は、少なくとも前記値を用いて前記シーケンスグループ番号を
決定し、
　前記下りリンク制御情報フォーマット４は、前記移動局装置によって空間多重を用いて
送信される前記物理上りリンク共用チャネルのスケジューリングのために用いられる請求
項３または請求項４に記載の移動局装置。
【請求項７】
　前記トランスポートブロックの送信に関連する前記物理上りリンク共用チャネルのリソ
ースが永続的にスケジュールされている場合は、少なくとも前記値を用いて前記シーケン
スグループ番号を決定する請求項３または請求項４に記載の移動局装置。
【請求項８】
　トランスポートブロックの送信のために用いられる物理上りリンク共用チャネルと共に
復調参照信号を移動局装置から受信する基地局装置において、
　シーケンスに関連するパラメータの値を示す情報を前記移動局装置に送信し、
　contention based random access procedureの一環として前記物理上りリンク共用チャ
ネルで送信された前記トランスポートブロックの受信を行う場合は、前記移動局装置が前
記値を用いずに決定したシーケンスグループ番号に少なくとも基づいて前記移動局装置が
生成した前記シーケンスの前記復調参照信号を受信することを特徴とする基地局装置。
【請求項９】
　前記contention based random access procedureと関係なく前記物理上りリンク共用チ
ャネルで送信された前記トランスポートブロックの受信を行う場合は、前記移動局装置が
少なくとも前記値を用いて決定した前記シーケンスグループ番号に少なくとも基づいて前
記移動局装置が生成した前記シーケンスの前記復調参照信号を受信する請求項８に記載の
基地局装置。
【請求項１０】
　トランスポートブロックの送信のために用いられる物理上りリンク共用チャネルと共に
前記復調参照信号を移動局装置から受信する基地局装置において、
　シーケンスに関連するパラメータの値を示す情報を前記移動局装置に送信し、
　前記トランスポートブロックに関連する前記物理上りリンク共用チャネルのスケジュー
リングのために用いられる下りリンク制御情報フォーマットを送信し、そして、最近の下
りリンク制御情報フォーマットに付加した巡回冗長検査符号をtemporary C-RNTIでスクラ
ンブルしている場合は、前記移動局装置が前記値を用いずに決定したシーケンスグループ
番号に少なくとも基づいて前記移動局装置が生成した前記シーケンスの前記復調参照信号
を受信することを特徴とする基地局装置。
【請求項１１】
　前記基地局装置が前記下りリンク制御情報フォーマットを送信していない、そして、前



(3) JP 5162699 B1 2013.3.13

10

20

30

40

50

記トランスポートブロックの初期送信に関連する前記物理上りリンク共用チャネルをcont
ention based random access procedureに対応するランダムアクセスレスポンスグラント
によってスケジュールしている場合は、前記移動局装置が前記値を用いずに決定したシー
ケンスグループ番号に少なくとも基づいて前記移動局装置が生成した前記シーケンスの前
記復調参照信号を受信する請求項１０に記載の基地局装置。
【請求項１２】
　前記最近の下りリンク制御情報フォーマットに付加した前記巡回冗長検査符号をC-RNTI
でスクランブルしている場合は、前記移動局装置が少なくとも前記値を用いて決定した前
記シーケンスグループ番号に少なくとも基づいて前記移動局装置が生成した前記シーケン
スの前記復調参照信号を受信する請求項１０または請求項１１に記載の基地局装置。
【請求項１３】
　前記最近の下りリンク制御情報フォーマットが下りリンク制御情報フォーマット４であ
る場合は、前記移動局装置が少なくとも前記値を用いて決定した前記シーケンスグループ
番号に少なくとも基づいて前記移動局装置が生成した前記シーケンスの前記復調参照信号
を受信し、
　前記下りリンク制御情報フォーマット４は、前記移動局装置によって空間多重を用いて
送信される前記物理上りリンク共用チャネルのスケジューリングのために用いられる請求
項１０または請求項１１に記載の基地局装置。
【請求項１４】
　少なくともシーケンスグループ番号に基づいて復調参照信号のシーケンスを生成し、ト
ランスポートブロックの送信のために用いられる物理上りリンク共用チャネルと共に前記
復調参照信号を基地局装置に送信する移動局装置に用いられる無線通信方法において、
　前記シーケンスに関連するパラメータの値を示す情報を前記基地局装置から受信し、
　contention based random access procedureの一環として前記物理上りリンク共用チャ
ネルで前記トランスポートブロックの送信を行う場合は、前記値を用いずに前記シーケン
スグループ番号を決定することを特徴とする無線通信方法。
【請求項１５】
　少なくともシーケンスグループ番号に基づいて復調参照信号のシーケンスを生成し、ト
ランスポートブロックの送信のために用いられる物理上りリンク共用チャネルと共に前記
復調参照信号を基地局装置に送信する移動局装置に用いられる無線通信方法において、
　前記シーケンスに関連するパラメータの値を示す情報を前記基地局装置から受信し、
　前記トランスポートブロックに関連する前記物理上りリンク共用チャネルのスケジュー
リングのために用いられる最近の下りリンク制御情報フォーマットに付加された巡回冗長
検査符号がtemporary C-RNTIによってスクランブルされている場合は、前記値を用いずに
前記シーケンスグループ番号を決定することを特徴とする無線通信方法。
【請求項１６】
　トランスポートブロックの送信のために用いられる物理上りリンク共用チャネルと共に
復調参照信号を移動局装置から受信する基地局装置に用いられる無線通信方法において、
　シーケンスに関連するパラメータの値を示す情報を前記移動局装置に送信し、
　contention based random access procedureの一環として前記物理上りリンク共用チャ
ネルで送信された前記トランスポートブロックの受信を行う場合は、前記移動局装置が前
記値を用いずに決定したシーケンスグループ番号に少なくとも基づいて前記移動局装置が
生成した前記シーケンスの前記復調参照信号を受信することを特徴とする無線通信方法。
【請求項１７】
　トランスポートブロックの送信のために用いられる物理上りリンク共用チャネルと共に
前記復調参照信号を移動局装置から受信する基地局装置に用いられる無線通信方法におい
て、
　シーケンスに関連するパラメータの値を示す情報を前記移動局装置に送信し、
　前記トランスポートブロックに関連する前記物理上りリンク共用チャネルのスケジュー
リングのために用いられる下りリンク制御情報フォーマットを送信し、そして、最近の下
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りリンク制御情報フォーマットに付加した巡回冗長検査符号をtemporary C-RNTIでスクラ
ンブルしている場合は、前記移動局装置が前記値を用いずに決定したシーケンスグループ
番号に少なくとも基づいて前記移動局装置が生成した前記シーケンスの前記復調参照信号
を受信することを特徴とする無線通信方法。
【請求項１８】
　少なくともシーケンスグループ番号に基づいて復調参照信号のシーケンスを生成し、ト
ランスポートブロックの送信のために用いられる物理上りリンク共用チャネルと共に前記
復調参照信号を基地局装置に送信する移動局装置に実装される集積回路において、
　前記シーケンスに関連するパラメータの値を示す情報を前記基地局装置から受信する機
能と、
　contention based random access procedureの一環として前記物理上りリンク共用チャ
ネルで前記トランスポートブロックの送信を行う場合は、前記値を用いずに前記シーケン
スグループ番号を決定する機能と、を前記移動局装置に発揮させることを特徴とする集積
回路。
【請求項１９】
　少なくともシーケンスグループ番号に基づいて復調参照信号のシーケンスを生成し、ト
ランスポートブロックの送信のために用いられる物理上りリンク共用チャネルと共に前記
復調参照信号を基地局装置に送信する移動局装置に実装される集積回路において、
　前記シーケンスに関連するパラメータの値を示す情報を前記基地局装置から受信する機
能と、
　前記トランスポートブロックに関連する前記物理上りリンク共用チャネルのスケジュー
リングのために用いられる最近の下りリンク制御情報フォーマットに付加された巡回冗長
検査符号がtemporary C-RNTIによってスクランブルされている場合は、前記値を用いずに
前記シーケンスグループ番号を決定する機能と、を前記移動局装置に発揮させることを特
徴とする集積回路。
【請求項２０】
　トランスポートブロックの送信のために用いられる物理上りリンク共用チャネルと共に
復調参照信号を移動局装置から受信する基地局装置に実装される集積回路において、
　シーケンスに関連するパラメータの値を示す情報を前記移動局装置に送信する機能と、
　contention based random access procedureの一環として前記物理上りリンク共用チャ
ネルで送信された前記トランスポートブロックの受信を行う場合は、前記移動局装置が前
記値を用いずに決定したシーケンスグループ番号に少なくとも基づいて前記移動局装置が
生成した前記シーケンスの前記復調参照信号を受信する機能と、を前記基地局装置に発揮
させることを特徴とする集積回路。
【請求項２１】
　トランスポートブロックの送信のために用いられる物理上りリンク共用チャネルと共に
前記復調参照信号を移動局装置から受信する基地局装置に実装される集積回路において、
　シーケンスに関連するパラメータの値を示す情報を前記移動局装置に送信する機能と、
　前記トランスポートブロックに関連する前記物理上りリンク共用チャネルのスケジュー
リングのために用いられる下りリンク制御情報フォーマットを送信し、そして、最近の下
りリンク制御情報フォーマットに付加した巡回冗長検査符号をtemporary C-RNTIでスクラ
ンブルしている場合は、前記移動局装置が前記値を用いずに決定したシーケンスグループ
番号に少なくとも基づいて前記移動局装置が生成した前記シーケンスの前記復調参照信号
を受信する機能と、を前記移動局装置に発揮させることを特徴とする集積回路。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、移動局装置、基地局装置、無線通信方法、無線通信システムおよび集積回路
に関する。
【背景技術】
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【０００２】
　セルラー移動通信の無線アクセス方式および無線ネットワークの進化（以下、「Long T
erm Evolution （LTE）」、または、「Evolved Universal Terrestrial Radio Access : 
EUTRA」と称する。）が、第三世代パートナーシッププロジェクト（3rd Generation Part
nership Project: 3GPP）において検討されている。ＬＴＥでは、基地局装置から移動局
装置への下りリンクの通信方式として、直交周波数分割多重（Orthogonal Frequency Div
ision Multiplexing: OFDM）方式が用いられる。また、移動局装置から基地局装置への上
りリンクの通信方式として、ＳＣ－ＦＤＭＡ（Single-Carrier Frequency Division Mult
iple Access）方式が用いられる。ここで、ＬＴＥでは、基地局装置をｅＮｏｄｅＢ（evo
lved NodeB）、移動局装置をＵＥ（User Equipment）とも呼称する。ＬＴＥは、基地局装
置がカバーするエリアをセル状に複数配置するセルラー通信システムである。
【０００３】
　ＬＴＥにおいて、基地局装置は、ＰＤＣＣＨ（Physical Downlink Control Channel）
で送信される下りリンク制御情報（Downlink Control Information: DCI）を用いて上り
リンクデータ（または、「uplink shared channel: UL-SCH」と称する。）送信用のチャ
ネルであるＰＵＳＣＨ（Physical Uplink Shared Channel）の初期送信（initial transm
ission）または再送信(retransmission)を移動局装置に指示する。移動局装置は、受信し
た下りリンク制御情報に従ってＰＵＳＣＨを基地局装置へ送信する。移動局装置は、ＰＵ
ＳＣＨと共にＤＭＲＳ（Demodulation Reference Signal: DMRS）を基地局装置へ送信す
る。ＤＭＲＳは、基地局装置において伝搬路推定などに用いられる。
【０００４】
　ＬＴＥリリース１１では、移動局装置または基地局装置に対する干渉を軽減、抑制する
ための方法として、基地局装置（セルまたは送受信ポイント）間で互いに協調して干渉コ
ーディネーションを行う協調マルチポイント送信／受信（Coordinated Multipoint Trans
mission/Reception: CoMP）をサポートすることが検討されている。送受信ポイントとは
、信号の送信点および受信点を表している。例えば、送受信ポイントは、基地局装置であ
っても良い（非特許文献１）。
【０００５】
　異なるセル（基地局装置または送受信ポイント）と通信する複数の移動局装置が、部分
的に重複する周波数帯域上でＰＵＳＣＨを送信した場合には、隣接セルへの干渉が問題と
なる。図１１は、従来技術の移動局装置から隣接セルへの干渉信号を示す図である。図１
１において、基地局装置Ａ（送受信ポイントＡ）がカバーするエリアはセルＡであり、基
地局装置Ｂ（送受信ポイントＢ）がカバーするエリアはセルＢであり、移動局装置Ａは基
地局装置Ａ（送受信ポイントＡ）に対してＰＵＳＣＨとＤＭＲＳとを送信し、移動局装置
Ｂは基地局装置Ｂ（送受信ポイントＢ）に対してＰＵＳＣＨとＤＭＲＳとを送信する。図
１１において、太線の矢印は所望信号を表し、点線の矢印は干渉信号を表す。
【０００６】
　図１１において、基地局装置Ａがスケジュールした移動局装置ＡのＰＵＳＣＨの周波数
帯域と、基地局装置Ｂがスケジュールした移動局装置ＢのＰＵＳＣＨの周波数帯域が部分
的に重複する場合には、移動局装置Ａが送信したＰＵＳＣＨとＤＭＲＳとが基地局装置Ｂ
に対する干渉信号となり、移動局装置Ｂが送信したＰＵＳＣＨとＤＭＲＳとが基地局装置
Ａに対する干渉信号となる。非特許文献１には、上記問題を解決するために、部分的に重
複する周波数帯域上で複数の移動局装置がＰＵＳＣＨを送信する場合には、異なるＤＭＲ
Ｓのベースシーケンス（base sequence）を移動局装置のそれぞれに割当てることが記載
されている。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００７】
【非特許文献１】"TR36.819 version 11.0.0", 3GPP, September 27, 2011.
【非特許文献２】"Potential Enhancements for DMRS in Rel-11", 3GPP TSG RAN WG1 Me
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eting #66, R1-112086, August 22-26, 2011.
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、従来の技術では、ＰＵＳＣＨに対するＤＭＲＳのベースシーケンスは、
セル固有のパラメータに応じて決定されており、同一のセルと通信する移動局装置のそれ
ぞれに異なるベースシーケンスを割当てることができないという問題があった。
【０００９】
　本発明は上記の点に鑑みてなされたものであり、その目的は、移動局装置がベースシー
ケンスを効率的に生成することができる移動局装置、基地局装置、無線通信方法、無線通
信システムおよび集積回路を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　（１）上記の目的を達成するために、本発明は、以下のような手段を講じた。すなわち
、本発明の移動局装置は、少なくともシーケンスグループ番号に基づいて復調参照信号の
シーケンスを生成し、トランスポートブロックの送信のために用いられる物理上りリンク
共用チャネルと共に前記復調参照信号を基地局装置に送信する移動局装置において、前記
シーケンスに関連するパラメータの値を示す情報を前記基地局装置から受信し、contenti
on based random access procedureの一環として前記物理上りリンク共用チャネルで前記
トランスポートブロックの送信を行う場合は、前記値を用いずに前記シーケンスグループ
番号を決定することを特徴とする。
【００１１】
　（２）また、本発明の移動局装置は、前記contention based random access procedure
と関係なく前記物理上りリンク共用チャネルで前記トランスポートブロックの送信を行う
場合は、少なくとも前記値を用いて前記シーケンスグループ番号を決定することを特徴と
する。
【００１２】
　（３）また、本発明の移動局装置は、少なくともシーケンスグループ番号に基づいて復
調参照信号のシーケンスを生成し、トランスポートブロックの送信のために用いられる物
理上りリンク共用チャネルと共に前記復調参照信号を基地局装置に送信する移動局装置に
おいて、前記シーケンスに関連するパラメータの値を示す情報を前記基地局装置から受信
し、前記トランスポートブロックに関連する前記物理上りリンク共用チャネルのスケジュ
ーリングのために用いられる最近の下りリンク制御情報フォーマットに付加された巡回冗
長検査符号がtemporary C-RNTIによってスクランブルされている場合は、前記値を用いず
に前記シーケンスグループ番号を決定することを特徴とする。
【００１３】
　（４）また、本発明の移動局装置において、前記移動局装置が前記下りリンク制御情報
フォーマットを受信していない、そして、前記トランスポートブロックの初期送信に関連
する前記物理上りリンク共用チャネルがcontention based random access procedureに対
応するランダムアクセスレスポンスグラントによってスケジュールされている場合は、前
記値を用いずに前記シーケンスグループ番号を決定することを特徴とする。
【００１４】
　（５）また、本発明の移動局装置において、前記最近の下りリンク制御情報フォーマッ
トに付加された前記巡回冗長検査符号がC-RNTIによってスクランブルされている場合は、
少なくとも前記値を用いて前記シーケンスグループ番号を決定することを特徴とする。
【００１５】
　（６）また、本発明の移動局装置において、前記トランスポートブロックに関連する前
記物理上りリンク共用チャネルのスケジューリングのために用いられる最近の下りリンク
制御情報フォーマットが下りリンク制御情報フォーマット４である場合は、少なくとも前
記値を用いて前記シーケンスグループ番号を決定し、前記下りリンク制御情報フォーマッ
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ト４は、前記移動局装置によって空間多重を用いて送信される前記物理上りリンク共用チ
ャネルのスケジューリングのために用いられることを特徴とする。
【００１６】
　（７）また、本発明の移動局装置において、前記トランスポートブロックの送信に関連
する前記物理上りリンク共用チャネルのリソースが永続的にスケジュールされている場合
は、少なくとも前記値を用いて前記シーケンスグループ番号を決定することを特徴とする
。
【００１７】
　（８）また、本発明の基地局装置は、トランスポートブロックの送信のために用いられ
る物理上りリンク共用チャネルと共に復調参照信号を移動局装置から受信する基地局装置
において、シーケンスに関連するパラメータの値を示す情報を前記移動局装置に送信し、
contention based random access procedureの一環として前記物理上りリンク共用チャネ
ルで送信された前記トランスポートブロックの受信を行う場合は、前記移動局装置が前記
値を用いずに決定したシーケンスグループ番号に少なくとも基づいて前記移動局装置が生
成した前記シーケンスの前記復調参照信号を受信することを特徴とする。
【００１８】
　（９）また、本発明の基地局装置において、前記contention based random access pro
cedureと関係なく前記物理上りリンク共用チャネルで送信された前記トランスポートブロ
ックの受信を行う場合は、前記移動局装置が少なくとも前記値を用いて決定した前記シー
ケンスグループ番号に少なくとも基づいて前記移動局装置が生成した前記シーケンスの前
記復調参照信号を受信することを特徴とする。
【００１９】
　（１０）また、本発明の基地局装置は、トランスポートブロックの送信のために用いら
れる物理上りリンク共用チャネルと共に前記復調参照信号を移動局装置から受信する基地
局装置において、シーケンスに関連するパラメータの値を示す情報を前記移動局装置に送
信し、前記トランスポートブロックに関連する前記物理上りリンク共用チャネルのスケジ
ューリングのために用いられる下りリンク制御情報フォーマットを送信し、そして、最近
の下りリンク制御情報フォーマットに付加した巡回冗長検査符号をtemporary C-RNTIでス
クランブルしている場合は、前記移動局装置が前記値を用いずに決定したシーケンスグル
ープ番号に少なくとも基づいて前記移動局装置が生成した前記シーケンスの前記復調参照
信号を受信することを特徴とする。
【００２０】
　（１１）また、本発明の基地局装置において、前記基地局装置が前記下りリンク制御情
報フォーマットを送信していない、そして、前記トランスポートブロックの初期送信に関
連する前記物理上りリンク共用チャネルをcontention based random access procedureに
対応するランダムアクセスレスポンスグラントによってスケジュールしている場合は、前
記移動局装置が前記値を用いずに決定したシーケンスグループ番号に少なくとも基づいて
前記移動局装置が生成した前記シーケンスの前記復調参照信号を受信することを特徴とす
る。
【００２１】
　（１２）また、本発明の基地局装置において、前記最近の下りリンク制御情報フォーマ
ットに付加した前記巡回冗長検査符号をC-RNTIでスクランブルしている場合は、前記移動
局装置が少なくとも前記値を用いて決定した前記シーケンスグループ番号に少なくとも基
づいて前記移動局装置が生成した前記シーケンスの前記復調参照信号を受信することを特
徴とする。
【００２２】
　（１３）また、本発明の基地局装置において、前記最近の下りリンク制御情報フォーマ
ットが下りリンク制御情報フォーマット４である場合は、前記移動局装置が少なくとも前
記値を用いて決定した前記シーケンスグループ番号に少なくとも基づいて前記移動局装置
が生成した前記シーケンスの前記復調参照信号を受信し、前記下りリンク制御情報フォー
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マット４は、前記移動局装置によって空間多重を用いて送信される前記物理上りリンク共
用チャネルのスケジューリングのために用いられることを特徴とする。
　（１４）また、本発明の無線通信方法は、少なくともシーケンスグループ番号に基づい
て復調参照信号のシーケンスを生成し、トランスポートブロックの送信のために用いられ
る物理上りリンク共用チャネルと共に前記復調参照信号を基地局装置に送信する移動局装
置に用いられる無線通信方法において、前記シーケンスに関連するパラメータの値を示す
情報を前記基地局装置から受信し、contention based random access procedureの一環と
して前記物理上りリンク共用チャネルで前記トランスポートブロックの送信を行う場合は
、前記値を用いずに前記シーケンスグループ番号を決定することを特徴とする。
　（１５）また、本発明の無線通信方法は、少なくともシーケンスグループ番号に基づい
て復調参照信号のシーケンスを生成し、トランスポートブロックの送信のために用いられ
る物理上りリンク共用チャネルと共に前記復調参照信号を基地局装置に送信する移動局装
置に用いられる無線通信方法において、前記シーケンスに関連するパラメータの値を示す
情報を前記基地局装置から受信し、前記トランスポートブロックに関連する前記物理上り
リンク共用チャネルのスケジューリングのために用いられる最近の下りリンク制御情報フ
ォーマットに付加された巡回冗長検査符号がtemporary C-RNTIによってスクランブルされ
ている場合は、前記値を用いずに前記シーケンスグループ番号を決定することを特徴とす
る。
　（１６）また、本発明の無線通信方法は、トランスポートブロックの送信のために用い
られる物理上りリンク共用チャネルと共に復調参照信号を移動局装置から受信する基地局
装置に用いられる無線通信方法において、シーケンスに関連するパラメータの値を示す情
報を前記移動局装置に送信し、contention based random access procedureの一環として
前記物理上りリンク共用チャネルで送信された前記トランスポートブロックの受信を行う
場合は、前記移動局装置が前記値を用いずに決定したシーケンスグループ番号に少なくと
も基づいて前記移動局装置が生成した前記シーケンスの前記復調参照信号を受信すること
を特徴とする。
　（１７）また、本発明の無線通信方法は、トランスポートブロックの送信のために用い
られる物理上りリンク共用チャネルと共に前記復調参照信号を移動局装置から受信する基
地局装置に用いられる無線通信方法において、シーケンスに関連するパラメータの値を示
す情報を前記移動局装置に送信し、前記トランスポートブロックに関連する前記物理上り
リンク共用チャネルのスケジューリングのために用いられる下りリンク制御情報フォーマ
ットを送信し、そして、最近の下りリンク制御情報フォーマットに付加した巡回冗長検査
符号をtemporary C-RNTIでスクランブルしている場合は、前記移動局装置が前記値を用い
ずに決定したシーケンスグループ番号に少なくとも基づいて前記移動局装置が生成した前
記シーケンスの前記復調参照信号を受信することを特徴とする。
　（１８）また、本発明の集積回路は、少なくともシーケンスグループ番号に基づいて復
調参照信号のシーケンスを生成し、トランスポートブロックの送信のために用いられる物
理上りリンク共用チャネルと共に前記復調参照信号を基地局装置に送信する移動局装置に
実装される集積回路において、前記シーケンスに関連するパラメータの値を示す情報を前
記基地局装置から受信する機能と、contention based random access procedureの一環と
して前記物理上りリンク共用チャネルで前記トランスポートブロックの送信を行う場合は
、前記値を用いずに前記シーケンスグループ番号を決定する機能と、を前記移動局装置に
発揮させることを特徴とする。
　（１９）また、本発明の集積回路は、少なくともシーケンスグループ番号に基づいて復
調参照信号のシーケンスを生成し、トランスポートブロックの送信のために用いられる物
理上りリンク共用チャネルと共に前記復調参照信号を基地局装置に送信する移動局装置に
実装される集積回路において、前記シーケンスに関連するパラメータの値を示す情報を前
記基地局装置から受信する機能と、前記トランスポートブロックに関連する前記物理上り
リンク共用チャネルのスケジューリングのために用いられる最近の下りリンク制御情報フ
ォーマットに付加された巡回冗長検査符号がtemporary C-RNTIによってスクランブルされ
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ている場合は、前記値を用いずに前記シーケンスグループ番号を決定する機能と、を前記
移動局装置に発揮させることを特徴とする。
　（２０）また、本発明の集積回路は、トランスポートブロックの送信のために用いられ
る物理上りリンク共用チャネルと共に復調参照信号を移動局装置から受信する基地局装置
に実装される集積回路において、シーケンスに関連するパラメータの値を示す情報を前記
移動局装置に送信する機能と、contention based random access procedureの一環として
前記物理上りリンク共用チャネルで送信された前記トランスポートブロックの受信を行う
場合は、前記移動局装置が前記値を用いずに決定したシーケンスグループ番号に少なくと
も基づいて前記移動局装置が生成した前記シーケンスの前記復調参照信号を受信する機能
と、を前記基地局装置に発揮させることを特徴とする。
　（２１）また、本発明の集積回路は、トランスポートブロックの送信のために用いられ
る物理上りリンク共用チャネルと共に前記復調参照信号を移動局装置から受信する基地局
装置に実装される集積回路において、シーケンスに関連するパラメータの値を示す情報を
前記移動局装置に送信する機能と、前記トランスポートブロックに関連する前記物理上り
リンク共用チャネルのスケジューリングのために用いられる下りリンク制御情報フォーマ
ットを送信し、そして、最近の下りリンク制御情報フォーマットに付加した巡回冗長検査
符号をtemporary C-RNTIでスクランブルしている場合は、前記移動局装置が前記値を用い
ずに決定したシーケンスグループ番号に少なくとも基づいて前記移動局装置が生成した前
記シーケンスの前記復調参照信号を受信する機能と、を前記移動局装置に発揮させること
を特徴とする。
【発明の効果】
【００２３】
　この発明によれば、移動局装置がベースシーケンスを効率的に生成することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】本発明の無線通信システムの概念図である。
【図２】本発明の移動局装置１の構成を示す概略ブロック図である。
【図３】本発明の基地局装置３の構成を示す概略ブロック図である。
【図４】本発明の下りリンクの無線フレームの構成の一例を示す概略図である。
【図５】本発明の上りリンクの無線フレームの構成の一例を示す概略図である。
【図６】本発明のＰＵＳＣＨとＤＭＲＳを物理リソースにマップする方法の一例を示す図
である。
【図７】本発明の長さが１２のφ(・)を示す表である。
【図８】本発明の長さが２４のφ(・)を示す表である。
【図９】本発明のメッセージ３の初期送信および再送信の手順の一例を説明する図である
。
【図１０】本発明の移動局装置１によるＤＭＲＳシーケンスの送信に関する処理の一例を
示すフローチャート図である。
【図１１】従来技術の移動局装置から隣接セルへの干渉信号を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
（第１の実施形態）
　以下、図面を参照しながら本発明の第１の実施形態について詳しく説明する。
【００２６】
　まず、本発明の物理チャネルについて説明する。
【００２７】
　図１は、本発明の無線通信システムの概念図である。図１において、無線通信システム
は、移動局装置１Ａ～１Ｃ、および基地局装置３を具備する。図１は、基地局装置３から
移動局装置１Ａ～１Ｃへの下りリンクの無線通信では、同期信号（Synchronization sign
al: SS）、下りリンク参照信号（Downlink Reference Signal: DL RS）、物理報知チャネ
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ル（Physical Broadcast Channel: PBCH）、物理下りリンク制御チャネル（Physical Dow
nlink Control Channel: PDCCH）、物理下りリンク共用チャネル（Physical Downlink Sh
ared Channel: PDSCH）、物理マルチキャストチャネル（Physical Multicast Channel: P
MCH）、物理制御フォーマットインディケータチャネル（Physical Control Format Indic
ator Channel: PCFICH）、物理ＨＡＲＱインディケータチャネル（Physical Hybrid ARQ 
Indicator Channel: PHICH）が用いられることを示す。
【００２８】
　また、図１は、移動局装置１Ａ～１Ｃから基地局装置３への上りリンクの無線通信では
、上りリンク参照信号（Uplink Reference Signal: UL RS）、物理上りリンク制御チャネ
ル（Physical Uplink Control Channel: PUCCH）、物理上りリンク共用チャネル（Physic
al Uplink Shared Channel: PUSCH）、物理ランダムアクセスチャネル（Physical Random
 Access Channel: PRACH）が用いられることを示す。以下、移動局装置１Ａ～１Ｃを移動
局装置１という。
【００２９】
　同期信号は、移動局装置１が下りリンクの周波数領域および時間領域の同期をとるため
に用いられる信号である。下りリンク参照信号は、移動局装置１が下りリンクの周波数領
域および時間領域の同期をとるために用いられたり、移動局装置１が下りリンクの受信品
質を測定するために用いられたり、移動局装置１がＰＤＳＣＨやＰＤＣＣＨの伝搬路補正
を行なうために用いられる信号である。ＰＢＣＨは、移動局装置１で共通に用いられる制
御パラメータ（システム情報）（Broadcast Channel: BCH）を報知するために用いられる
物理チャネルである。ＰＢＣＨは、４０ms間隔で送信される。４０ms間隔のタイミングは
、移動局装置１においてブラインド検出（blind detection）される。
【００３０】
　ＰＤＣＣＨは、下りリンクアサインメント（downlink assignment、またはdownlink gr
antとも称する。）や上りリンクグラント（uplink grant）などの下りリンク制御情報（D
ownlink Control Information: DCI）を送信するために用いられる物理チャネルである。
下りリンクアサインメントは、ＰＤＳＣＨに対する変調方式および符号化率に関する情報
（Modulation and Coding Scheme: MCS）、無線リソースの割り当てを示す情報などから
構成される。上りリンクグラントは、ＰＵＳＣＨに対する変調方式および符号化率に関す
る情報、無線リソースの割り当てを示す情報などから構成される。
【００３１】
　下りリンク制御情報には複数のフォーマットが用いられる。下りリンク制御情報のフォ
ーマットをＤＣＩフォーマット（DCI format）と呼ぶ。例えば、上りリンクグラントのＤ
ＣＩフォーマットは、移動局装置１がＰＵＳＣＨを１つの送信アンテナポートで送信する
場合に用いられるＤＣＩフォーマット０、移動局装置１がＰＵＳＣＨにＭＩＭＯ　ＳＭ（
Multiple Input Multiple Output Spatial Multiplexing）を用いて複数の上りリンクデ
ータを送信する場合に用いられるＤＣＩフォーマット４などが用意される。移動局装置１
は、ＰＤＣＣＨに対してＤＣＩフォーマット０とＤＣＩフォーマット４を同時に監視し、
ＤＣＩフォーマット０を検出した場合はＰＵＳＣＨを１つの送信アンテナポートを用いて
送信し、ＤＣＩフォーマット４を検出した場合はＰＵＳＣＨを複数の送信アンテナポート
（ＭＩＭＯ　ＳＭ）を用いてＰＵＳＣＨを送信する。
【００３２】
　ＭＩＭＯ　ＳＭとは、複数の送信アンテナポートおよび複数の受信アンテナポートによ
り実現される複数の空間次元のチャネルに対して複数の信号が多重されて送受信が行なわ
れる技術である。ここで、アンテナポートとは信号処理に用いられる論理的なアンテナの
ことを示す、１つのアンテナポートは１つの物理的なアンテナにより構成されてもよいし
、複数の物理的なアンテナにより構成されてもよい。ＭＩＭＯ　ＳＭを用いた送信側では
、複数の信号系列（レイヤ）に対して適切な空間チャネルを形成するための処理（プリコ
ーディング（precoding）と称す）が行われて、プリコーディングの処理が行なわれた複
数の信号を複数の送信アンテナを用いて送信する。ＭＩＭＯ　ＳＭを用いた受信側では、
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複数の受信アンテナを用いて受信された複数の信号に対して空間次元のチャネルで多重さ
れた信号系列（レイヤ）を適切に分離するための処理が行なわれる。
【００３３】
　例えば、ＤＣＩフォーマット４には、ＰＵＳＣＨの無線リソースの割り当てを示す情報
（Resource block assignment）と、ＰＵＳＣＨの送信電力制御に用いられるＴＰＣ（Tra
nsmission Power Control）コマンドと、ＰＵＳＣＨと時間多重される上りリンク参照信
号に用いられるサイクリックシフトを決定するために用いられる情報（以下、サイクリッ
クシフト情報と称する。）（Cyclic shift for demodulation reference signal）と、空
間多重される系列の数と、この系列に対して行なうプリコーディングを指示する情報（pr
ecoding information）、変調方式と符号化方式とリダンダンシーバージョンに関する情
報（Modulation and Coding Scheme and Redundancy version: MCS&RV）と、上りリンク
データの初期送信（initial transmission）または再送信（retransmission）を示す情報
（New Data Indicator: NDI）が含まれる。リダンダンシーバージョンは、移動局装置１
が、上りリンクデータが符号化されたビット系列のうち、どの部分をＰＵＳＣＨで送信す
るかを示す情報である。
【００３４】
　ＤＣＩフォーマット４に含まれるＭＣＳ＆ＲＶとＮＤＩは、ＤＣＩフォーマット４によ
って制御される複数の上りリンクデータ毎に用意される。つまり、基地局装置３は、ＤＣ
Ｉフォーマット４を用いることで、同一のＰＵＳＣＨで送信される上りリンクデータ毎に
トランスポートブロックサイズ、変調方式、符号化率を設定することができ、上りリンク
データ毎に初期送信か再送信かを移動局装置１に指示することができる。
【００３５】
　下りリンク制御情報の符号化方法について説明する。まず基地局装置３は、下りリンク
制御情報を基に生成した巡回冗長検査（Cyclic Redundancy Check: CRC）符号をＲＮＴＩ
（Radio Network Temporary Identifier）でスクランブル（scramble）した系列を下りリ
ンク制御情報に付加する。移動局装置１は、巡回冗長検査符号がいずれのＲＮＴＩでスク
ランブルされているかによって下りリンク制御情報の解釈を変更する。
【００３６】
　例えば、移動局装置１は、自装置が基地局装置３から割り当てられたＣ－ＲＮＴＩ（Ce
ll-Radio Network Temporary Identifier）で巡回冗長検査符号がスクランブルされてい
た場合は、下りリンク制御情報が自装置宛の無線リソースを示していると判断し、自装置
が基地局装置３から割り当てられたＳＰＳ（Semi Persistent Scheduling）Ｃ－ＲＮＴＩ
で巡回冗長検査符号がスクランブルされていた場合は、下りリンク制御情報が自装置宛の
永続的（周期的）な無線リソースの割り当て、または永続的な無線リソースのリリース、
または永続的な無線リソースで送信したＰＵＳＣＨの再送を示していると判断する。
【００３７】
　移動局装置１は、ランダムアクセスメッセージ２で自装置が送信したランダムアクセス
プリアンブルに対して割り当てられたＴｅｍｐｏｒａｒｙ　Ｃ－ＲＮＴＩで巡回冗長検査
符号がスクランブルされていた場合は、下りリンク制御情報が自装置送信したランダムア
クセスメッセージ３の再送用の無線リソースを示していると判断する。ランダムアクセス
の詳細は後述する。
【００３８】
　以下、下りリンク制御情報にＲＮＴＩでスクランブルされた巡回冗長検査符号が付加さ
れていることを、単に下りリンク制御情報にＲＮＴＩが含まれている、またはＰＤＣＣＨ
にＲＮＴＩが含まれていると表現する。
【００３９】
　移動局装置１は、ＰＤＣＣＨをデコード処理し、ＲＮＴＩでスクランブルされた巡回冗
長検査符号に相当する系列を自装置が記憶するＲＮＴＩでデスクランブル（descramble）
し、デスクランブルした巡回冗長検査符号に基づき誤りがないことを検出した場合にＰＤ
ＣＣＨの取得に成功したと判断する。この処理をブラインドデコーディング（blind deco
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ding）と呼ぶ。
【００４０】
　ＰＤＳＣＨは、ページング情報（Paging Channel: PCH）やＰＢＣＨで報知されない、
つまりＢＣＨ以外のシステム情報や下りリンクデータ（Downlink Shared Channel: DL-SC
H）を送信するために用いられる物理チャネルである。ＰＭＣＨは、ＭＢＭＳ（Multimedi
a Broadcast and Multicast Service）に関する情報（Multicast Channel: MCH）を送信
するために用いられる物理チャネルである。ＰＣＦＩＣＨは、ＰＤＣＣＨが配置される領
域を示す情報を送信するために用いられる物理チャネルである。
【００４１】
　ＰＨＩＣＨは、基地局装置３が受信した上りリンクデータの復号の成否を示すＨＡＲＱ
インディケータを送信するために用いられる物理チャネルである。ＨＡＲＱインディケー
タは、ＡＣＫ（acknowledgement）またはＮＡＣＫ（negative-acknowledgement）を示す
。尚、同一のＰＵＳＣＨに含まれる複数の上りリンクデータのそれぞれに対するＨＡＲＱ
インディケータが、複数のＰＨＩＣＨで送信される。移動局装置１は、上りリンクデータ
に対するＮＡＣＫを示すＨＡＲＱインディケータを受信した場合には、該上りリンクデー
タに対する最近の上りリンクグラント（最後に受信した上りリンクグラント）に基づいて
該上りリンクデータをＰＵＳＣＨで再送信する。尚、移動局装置１が、ＨＡＲＱインディ
ケータと上りリンクグラントを同時に受信した場合には、上りリンクグラントに従って上
りリンクデータをＰＵＳＣＨで送信する。
【００４２】
　ＰＵＣＣＨは、下りリンクのチャネル品質を示すチャネル品質情報（Channel Quality 
Information）、上りリンクの無線リソースの割り当ての要求を示すスケジューリング要
求（Scheduling Request: SR）、移動局装置１が受信した下りリンクデータの復号の成否
を示すＡＣＫ／ＮＡＣＫなど、通信の制御に用いられる情報である上りリンク制御情報（
Uplink Control Information: UCI）を送信するために用いられる物理チャネルである。
【００４３】
　ＰＵＳＣＨは、上りリンクデータや上りリンク制御情報を送信するために用いられる物
理チャネルである。ＰＲＡＣＨは、ランダムアクセスプリアンブルを送信するために使用
される物理チャネルである。ＰＲＡＣＨは、移動局装置１が基地局装置３と時間領域の同
期をとることを最大の目的とし、その他に、初期アクセス、ハンドオーバ、再接続要求、
および上りリンクの無線リソースの割り当ての要求に用いられる。
【００４４】
　上りリンク参照信号は、基地局装置３が上りリンクの時間領域の同期をとるために用い
られたり、基地局装置３が上りリンクの受信品質を測定するために用いられたり、基地局
装置３がＰＵＳＣＨやＰＵＣＣＨの伝搬路補正を行なうために用いられる信号である。上
りリンク参照信号には、ＰＵＳＣＨまたはＰＵＣＣＨと時間多重されて送信される復調参
照信号（Demodulation Reference Signal: DMRS）と、ＰＵＳＣＨおよびＰＵＣＣＨとは
独立して送信されるサウンディング参照信号（Sounding Reference Signal: SRS）がある
。
【００４５】
　上りリンク参照信号は、ＣＡＺＡＣ（Constant Amplitude and Zero Auto-Correlation
）系列を用いた符号拡散が行われる。ＣＡＺＡＣ系列とは、時間領域および周波数領域に
おいて一定振幅かつ自己相関特性に優れた系列のことである。時間領域で一定振幅である
ことからＰＡＰＲ（Peak to Average Power Ratio）を低く抑えることが可能である。以
下、ＣＡＺＡＣ系列をベースシーケンス（base sequence）と称する。上りリンク参照信
号には、時間領域において巡回遅延が適用される。この時間領域における巡回遅延のこと
をサイクリックシフトと称する。周波数領域においてベースシーケンスをサブキャリア単
位で位相回転することにより、時間領域でサイクリックシフトされた信号を得ることがで
きる。尚、周波数領域における位相回転量のことを、サイクリックシフト量、または単に
サイクリックシフトとも称する。
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【００４６】
　ＤＭＲＳの生成には、サイクリックシフトだけでなくＯＣＣ（Orthogonal Cover Code
）が用いられる。ＯＣＣは、ＤＭＲＳを時間領域のＳＣ－ＦＤＭＡシンボル単位で符号拡
散をする系列（拡散符号）である。本発明では、ＯＣＣは、［＋１，＋１］と［＋１，－
１］の２つを用いる。ＤＭＲＳに用いるＯＣＣは、上りリンクグラントに含まれるサイク
リックシフト情報を用いて決定される。ＤＭＲＳの生成に用いるサイクリックシフトの位
相回転量は、上りリンクグラントに含まれるサイクリックシフト情報と、基地局装置３か
ら通知される基地局装置固有（セル固有または受信ポイント固有）のパラメータと、基地
局装置３が管理するセルがネットワークから割り当てられた物理セル識別子（physical c
ell identity）などを入力とする乱数から決定される。
【００４７】
　移動局装置１間でＤＭＲＳのベースシーケンスが同じになった場合、各セルの基地局装
置３は、隣接セルに属した移動局装置１からの送信信号が干渉となる。そこで、移動局装
置１間でＤＭＲＳのベースシーケンスが連続して同じなることを回避するために、スロッ
ト間で異なるシーケンスグループ番号およびベースシーケンス番号となるようにシーケン
スグループホッピング（sequence group hopping）とシーケンスホッピング（sequence h
opping）が適用される。
【００４８】
　上りリンクデータ（ＵＬ－ＳＣＨ）および下りリンクデータ（ＤＬ－ＳＣＨ）などは、
トランスポートチャネルである。上りリンクデータをＰＵＳＣＨで送信する単位および下
りリンクデータをＰＤＳＣＨで送信する単位は、トランスポートブロック（transport bl
ock）と呼ばれる。トランスポートブロックは、ＭＡＣ（Media Access Control）層で取
り扱われる単位であり、トランスポートブロック毎にＨＡＲＱ（再送信）の制御が行なわ
れる。
【００４９】
　物理層ではトランスポートブロックはコードワードに対応付けられ、コードワード毎に
符号化などの信号処理が行なわれる。トランスポートブロックサイズは、トランスポート
ブロックのビット数である。移動局装置１は上りリンクグラントや下りリンクアサインメ
ントに含まれる無線リソース割り当てを示す情報によって示される物理リソースブロック
（Physical Resource Block; PRB）の数とＭＣＳ（ＭＣＳ＆ＲＶ）からトランスポートブ
ロックサイズを認識する。
【００５０】
　以下、本発明の装置構成について説明する。
【００５１】
　図２は、本発明の移動局装置１の構成を示す概略ブロック図である。図示するように、
移動局装置１は、上位層処理部１０１、制御部１０３、受信部１０５、送信部１０７およ
び、送受信アンテナ１０９を含んで構成される。また、上位層処理部１０１は、無線リソ
ース制御部１０１１、スケジューリング情報解釈部１０１３を含んで構成される。また、
受信部１０５は、復号化部１０５１、復調部１０５３、多重分離部１０５５、無線受信部
１０５７とチャネル測定部１０５９を含んで構成される。また、送信部１０７は、符号化
部１０７１、変調部１０７３、多重部１０７５、無線送信部１０７７と上りリンク参照信
号生成部１０７９を含んで構成される。
【００５２】
　上位層処理部１０１は、ユーザの操作等により生成された上りリンクデータ（トランス
ポートブロック）を、送信部１０７に出力する。また、上位層処理部１０１は、媒体アク
セス制御（MAC: Medium Access Control）層、パケットデータ統合プロトコル（Packet D
ata Convergence Protocol: PDCP）層、無線リンク制御（Radio Link Control: RLC）層
、無線リソース制御（Radio Resource Control: RRC）層の処理を行なう。
【００５３】
　上位層処理部１０１が備える無線リソース制御部１０１１は、自装置の各種設定情報の
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管理を行なう。例えば、無線リソース制御部１０１１は、Ｃ－ＲＮＴＩなどのＲＮＴＩの
管理やＰＵＳＣＨに対するＤＭＲＳシーケンスの生成に用いられるパラメータの管理を行
なう。また、無線リソース制御部１０１１は、上りリンクの各チャネルに配置される情報
を生成し、送信部１０７に出力する。
【００５４】
　上位層処理部１０１が備えるスケジューリング情報解釈部１０１３は、受信部１０５を
介して受信した物理チャネル（ＰＵＳＣＨやＰＤＳＣＨなど）のスケジューリングに用い
られる情報の解釈をし、前記情報を解釈した結果に基づき、受信部１０５、および送信部
１０７の制御を行なうために制御情報を生成し、制御部１０３に出力する。
【００５５】
　制御部１０３は、上位層処理部１０１からの制御情報に基づいて、受信部１０５、およ
び送信部１０７の制御を行なう制御信号を生成する。制御部１０３は、生成した制御信号
を受信部１０５、および送信部１０７に出力して受信部１０５、および送信部１０７の制
御を行なう。
【００５６】
　受信部１０５は、制御部１０３から入力された制御信号に従って、送受信アンテナ１０
９を介して基地局装置３から受信した受信信号を、分離、復調、復号し、復号した情報を
上位層処理部１０１に出力する。
【００５７】
　無線受信部１０５７は、送受信アンテナ１０９を介して受信した下りリンクの信号を、
中間周波数に変換し（ダウンコンバート: down covert）、不要な周波数成分を除去し、
信号レベルが適切に維持されるように増幅レベルを制御し、受信した信号の同相成分およ
び直交成分に基づいて、直交復調し、直交復調されたアナログ信号をディジタル信号に変
換する。無線受信部１０５７は、変換したディジタル信号からガードインターバル（Guar
d Interval: GI）に相当する部分を除去し、ガードインターバルを除去した信号に対して
高速フーリエ変換（Fast Fourier Transform: FFT）を行い、周波数領域の信号を抽出す
る。
【００５８】
　多重分離部１０５５は、抽出した信号をＰＨＩＣＨ、ＰＤＣＣＨ、ＰＤＳＣＨ、および
下りリンク参照信号に、それぞれ分離する。尚、この分離は、下りリンク制御情報で通知
された無線リソースの割り当て情報などに基づいて行われる。また、多重分離部１０５５
は、チャネル測定部１０５９から入力された伝搬路の推定値から、ＰＨＩＣＨとＰＤＣＣ
ＨとＰＤＳＣＨの伝搬路の補償を行なう。また、多重分離部１０５５は、分離した下りリ
ンク参照信号をチャネル測定部１０５９に出力する。
【００５９】
　復調部１０５３は、ＰＨＩＣＨに対して対応する符号を乗算して合成し、合成した信号
に対してＢＰＳＫ（Binary Phase Shift Keying）変調方式の復調を行ない、復号化部１
０５１へ出力する。復号化部１０５１は、自装置宛てのＰＨＩＣＨを復号し、復号したＨ
ＡＲＱインディケータを上位層処理部１０１に出力する。復調部１０５３は、ＰＤＣＣＨ
に対して、ＱＰＳＫ変調方式の復調を行ない、復号化部１０５１へ出力する。復号化部１
０５１は、ＰＤＣＣＨのブラインドデコーディングを試み、ブラインドデコーディングに
成功した場合、復号した下りリンク制御情報と下りリンク制御情報に含まれていたＲＮＴ
Ｉを上位層処理部１０１に出力する。
【００６０】
　復調部１０５３は、ＰＤＳＣＨに対して、ＱＰＳＫ（Quadrature Phase Shift Keying
）、１６ＱＡＭ（Quadrature Amplitude Modulation）、６４ＱＡＭ等の下りリンクアサ
インメントで通知された変調方式の復調を行ない、復号化部１０５１へ出力する。復号化
部１０５１は、下りリンク制御情報で通知された符号化率に関する情報に基づいて復号を
行い、復号した下りリンクデータ（トランスポートブロック）を上位層処理部１０１へ出
力する。
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【００６１】
　チャネル測定部１０５９は、多重分離部１０５５から入力された下りリンク参照信号か
ら下りリンクのパスロスやチャネルの状態を測定し、測定したパスロスやチャネルの状態
を上位層処理部１０１へ出力する。また、チャネル測定部１０５９は、下りリンク参照信
号から下りリンクの伝搬路の推定値を算出し、多重分離部１０５５へ出力する。
【００６２】
　送信部１０７は、制御部１０３から入力された制御信号に従って、上りリンク参照信号
を生成し、上位層処理部１０１から入力された上りリンクデータ（トランスポートブロッ
ク）を符号化および変調し、ＰＵＣＣＨ、ＰＵＳＣＨ、および生成した上りリンク参照信
号を多重し、送受信アンテナ１０９を介して基地局装置３に送信する。
【００６３】
　符号化部１０７１は、上位層処理部１０１から入力された上りリンク制御情報を畳込み
符号化、ブロック符号化等の符号化を行う。また、符号化部１０７１は、ＰＵＳＣＨのス
ケジューリングに用いられる情報に基づきターボ符号化を行なう。
【００６４】
　変調部１０７３は、符号化部１０７１から入力された符号化ビットをＢＰＳＫ、ＱＰＳ
Ｋ、１６ＱＡＭ、６４ＱＡＭ等の下りリンク制御情報で通知された変調方式または、チャ
ネル毎に予め定められた変調方式で変調する。変調部１０７３は、ＰＵＳＣＨのスケジュ
ーリングに用いられる情報に基づき、空間多重されるデータの系列の数を決定し、ＭＩＭ
Ｏ　ＳＭを用いることにより同一のＰＵＳＣＨで送信される複数の上りリンクデータを、
複数の系列にマッピングし、この系列に対してプレコーディング（precoding）を行なう
。
【００６５】
　上りリンク参照信号生成部１０７９は、基地局装置３を識別するための物理セル識別子
（physical cell identity: PCI、Cell IDなどと称する。）、上りリンク参照信号を配置
する帯域幅、上りリンクグラントで通知されたサイクリックシフト、ＤＭＲＳシーケンス
の生成に対するパラメータの値などを基に、予め定められた規則で求まる系列を生成する
。多重部１０７５は、制御部１０３から入力された制御信号に従って、ＰＵＳＣＨの変調
シンボルを並列に並び替えてから離散フーリエ変換（Discrete Fourier Transform: DFT
）し、ＰＵＣＣＨとＰＵＳＣＨの信号と生成した上りリンク参照信号を送信アンテナポー
ト毎に多重する。
【００６６】
　無線送信部１０７７は、多重された信号を逆高速フーリエ変換（Inverse Fast Fourier
 Transform: IFFT）して、ＳＣ－ＦＤＭＡ方式の変調を行い、ＳＣ－ＦＤＭＡ変調された
ＳＣ－ＦＤＭＡシンボルにガードインターバルを付加し、ベースバンドのディジタル信号
を生成し、ベースバンドのディジタル信号をアナログ信号に変換し、アナログ信号から中
間周波数の同相成分および直交成分を生成し、中間周波数帯域に対する余分な周波数成分
を除去し、中間周波数の信号を高周波数の信号に変換（アップコンバート: up convert）
し、余分な周波数成分を除去し、電力増幅し、送受信アンテナ１０９に出力して送信する
。
【００６７】
　図３は、本発明の基地局装置３の構成を示す概略ブロック図である。図示するように、
基地局装置３は、上位層処理部３０１、制御部３０３、受信部３０５、送信部３０７、お
よび、送受信アンテナ３０９、を含んで構成される。また、上位層処理部３０１は、無線
リソース制御部３０１１、スケジューリング部３０１３と制御情報生成部３０１５とを含
んで構成される。また、受信部３０５は、復号化部３０５１、復調部３０５３、多重分離
部３０５５、無線受信部３０５７とチャネル測定部３０５９を含んで構成される。また、
送信部３０７は、符号化部３０７１、変調部３０７３、多重部３０７５、無線送信部３０
７７と下りリンク参照信号生成部３０７９を含んで構成される。
【００６８】
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　上位層処理部３０１は、媒体アクセス制御（MAC: Medium Access Control）層、パケッ
トデータ統合プロトコル（Packet Data Convergence Protocol: PDCP）層、無線リンク制
御（Radio Link Control: RLC）層、無線リソース制御（Radio Resource Control: RRC）
層の処理を行なう。また、上位層処理部３０１は、受信部３０５、および送信部３０７の
制御を行なうために制御情報を生成し、制御部３０３に出力する。
【００６９】
　上位層処理部３０１が備える無線リソース制御部３０１１は、下りリンクのＰＤＳＣＨ
に配置される下りリンクデータ（トランスポートブロック）、ＲＲＣシグナル、ＭＡＣ　
ＣＥ（Control Element）を生成し、又は上位ノードから取得し、送信部３０７に出力す
る。また、無線リソース制御部３０１１は、移動局装置１各々の各種設定情報の管理をす
る。例えば、無線リソース制御部３０１１は、移動局装置１にＣ－ＲＮＴＩを割り当てる
などＲＮＴＩの管理や移動局装置１に通知するＰＵＳＣＨに対するＤＭＲＳシーケンスの
生成に用いられるパラメータの管理などを行なう。
【００７０】
　上位層処理部３０１が備えるスケジューリング部３０１３は、チャネル測定部３０５９
から入力された伝搬路の推定値やチャネルの品質などから、物理チャネルを割り当てる周
波数およびサブフレーム、物理チャネルの符号化率および変調方式および送信電力などを
決定する。スケジューリング部３０１３は、スケジューリング結果に基づき、受信部３０
５、および送信部３０７の制御を行なうために制御情報を生成し、制御部３０３に出力す
る。また、スケジューリング部３０１３は、物理チャネル（ＰＤＳＣＨ、ＰＵＳＣＨ）の
スケジューリング結果を制御情報生成部３０１５へ出力する。
【００７１】
　制御情報生成部３０１５は、スケジューリング部３０１３から入力されたスケジューリ
ング結果に基づき、物理チャネル（ＰＤＳＣＨ、ＰＵＳＣＨ）のスケジューリングに用い
られる情報を生成し、送信部へ出力する。
【００７２】
　制御部３０３は、上位層処理部３０１からの制御情報に基づいて、受信部３０５、およ
び送信部３０７の制御を行なう制御信号を生成する。制御部３０３は、生成した制御信号
を受信部３０５、および送信部３０７に出力して受信部３０５、および送信部３０７の制
御を行なう。
【００７３】
　受信部３０５は、制御部３０３から入力された制御信号に従って、送受信アンテナ３０
９を介して移動局装置１から受信した受信信号を分離、復調、復号し、復号した情報を上
位層処理部３０１に出力する。無線受信部３０５７は、送受信アンテナ３０９を介して受
信された上りリンクの信号を、中間周波数に変換し（ダウンコンバート: down covert）
、不要な周波数成分を除去し、信号レベルが適切に維持されるように増幅レベルを制御し
、受信された信号の同相成分および直交成分に基づいて、直交復調し、直交復調されたア
ナログ信号をディジタル信号に変換する。
【００７４】
　無線受信部３０５７は、変換したディジタル信号からガードインターバル（Guard Inte
rval: GI）に相当する部分を除去する。無線受信部３０５７は、ガードインターバルを除
去した信号に対して高速フーリエ変換（Fast Fourier Transform: FFT）を行い、周波数
領域の信号を抽出し多重分離部３０５５に出力する。
【００７５】
　多重分離部１０５５は、無線受信部３０５７から入力された信号をＰＵＣＣＨ、ＰＵＳ
ＣＨ、上りリンク参照信号などの信号に分離する。尚、この分離は、予め基地局装置３が
無線リソース制御部３０１１で決定し、各移動局装置１に通知した上りリンクグラントに
含まれる無線リソースの割り当て情報に基づいて行なわれる。また、多重分離部３０５５
は、チャネル測定部３０５９から入力された伝搬路の推定値から、ＰＵＣＣＨとＰＵＳＣ
Ｈの伝搬路の補償を行なう。また、多重分離部３０５５は、分離した上りリンク参照信号
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をチャネル測定部３０５９に出力する。
【００７６】
　復調部３０５３は、ＰＵＳＣＨを逆離散フーリエ変換（Inverse Discrete Fourier Tra
nsform: IDFT）し、変調シンボルを取得し、ＰＵＣＣＨとＰＵＳＣＨの変調シンボルそれ
ぞれに対して、ＢＰＳＫ（Binary Phase Shift Keying）、ＱＰＳＫ、１６ＱＡＭ、６４
ＱＡＭ等の予め定められた、または自装置が移動局装置１各々に上りリンクグラントで予
め通知した変調方式を用いて受信信号の復調を行なう。復調部３０５３は、移動局装置１
各々に上りリンクグラントで予め通知した空間多重される系列の数と、この系列に対して
行なうプリコーディングを指示する情報に基づいて、ＭＩＭＯ　ＳＭを用いることにより
同一のＰＵＳＣＨで送信された複数の上りリンクデータの変調シンボルを分離する。
【００７７】
　復号化部３０５１は、復調されたＰＵＣＣＨとＰＵＳＣＨの符号化ビットを、予め定め
られた符号化方式の、予め定められた、又は自装置が移動局装置１に上りリンクグラント
で予め通知した符号化率で復号を行ない、復号した上りリンクデータと、上りリンク制御
情報を上位層処理部１０１へ出力する。ＰＵＳＣＨが再送信の場合は、復号化部３０５１
は、上位層処理部３０１から入力されるＨＡＲＱバッファに保持している符号化ビットと
、復調された符号化ビットを用いて復号を行なう。チャネル測定部３０９は、多重分離部
３０５５から入力された上りリンク参照信号から伝搬路の推定値、チャネルの品質などを
測定し、多重分離部３０５５および上位層処理部３０１に出力する。
【００７８】
　送信部３０７は、制御部３０３から入力された制御信号に従って、下りリンク参照信号
を生成し、上位層処理部３０１から入力されたＨＡＲＱインディケータ、下りリンク制御
情報、下りリンクデータを符号化、および変調し、ＰＨＩＣＨ、ＰＤＣＣＨ、ＰＤＳＣＨ
、および下りリンク参照信号を多重して、送受信アンテナ３０９を介して移動局装置１に
信号を送信する。
【００７９】
　符号化部３０７１は、上位層処理部３０１から入力されたＨＡＲＱインディケータ、下
りリンク制御情報、および下りリンクデータを、ブロック符号化、畳込み符号化、ターボ
符号化等の予め定められた符号化方式を用いて符号化を行なう、または無線リソース制御
部３０１１が決定した符号化方式を用いて符号化を行なう。変調部３０７３は、符号化部
３０７１から入力された符号化ビットをＢＰＳＫ、ＱＰＳＫ、１６ＱＡＭ、６４ＱＡＭ等
の予め定められた、または無線リソース制御部３０１１が決定した変調方式で変調する。
【００８０】
　下りリンク参照信号生成部３０７９は、基地局装置３を識別するための物理セル識別子
（ＰＣＩ）などを基に予め定められた規則で求まる、移動局装置１が既知の系列を下りリ
ンク参照信号として生成する。多重部３０７５は、変調された各チャネルの変調シンボル
と生成された下りリンク参照信号を多重する。
【００８１】
　無線送信部３０７７は、多重された変調シンボルなどを逆高速フーリエ変換（Inverse 
Fast Fourier Transform: IFFT）して、ＯＦＤＭ方式の変調を行い、ＯＦＤＭ変調された
ＯＦＤＭシンボルにガードインターバルを付加し、ベースバンドのディジタル信号を生成
し、ベースバンドのディジタル信号をアナログ信号に変換し、アナログ信号から中間周波
数の同相成分および直交成分を生成し、中間周波数帯域に対する余分な周波数成分を除去
し、中間周波数の信号を高周波数の信号に変換（アップコンバート: up convert）し、余
分な周波数成分を除去し、電力増幅し、送受信アンテナ３０９に出力して送信する。
【００８２】
　以下、本発明の無線フレームの構成について説明する。
【００８３】
　図４は、本発明の下りリンクの無線フレームの構成の一例を示す概略図である。図４に
おいて、横軸は時間領域、縦軸は周波数領域である。図４に示すように、下りリンクの無
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線フレームは、複数の下りリンクの物理リソースブロック（Physical Resource Block; P
RB）ペア（例えば、図４の破線で囲まれた領域）から構成されている。この下りリンクの
物理リソースブロックペアは、無線リソースの割り当てなどの単位であり、予め決められ
た幅の周波数帯（PRB帯域幅；１８０kHz）および時間帯（２個のスロット＝１個のサブフ
レーム；１ms）からなる。
【００８４】
　１個の下りリンクの物理リソースブロックペアは、時間領域で連続する２個の下りリン
クの物理リソースブロック（PRB帯域幅×スロット）から構成される。１個の下りリンク
の物理リソースブロック（図４において、太線で囲まれている単位）は、周波数領域にお
いて１２個のサブキャリア（１５kHz）から構成され、時間領域において７個のＯＦＤＭ
（Orthogonal Frequency Division Multiplexing）シンボル（７１μs）から構成される
。周波数領域において１つのサブキャリアと、時間領域において１つのＯＦＤＭシンボル
とによって定義される１つのグリッドを下りリンクリソースエレメントと称する。ゆえに
、１つの下りリンクの物理リソースブロックは “１２×７”の下りリンクリソースエレ
メントによって構成される。
【００８５】
　時間領域においては、７個のＯＦＤＭシンボル（７１μs）から構成されるスロット（
０．５ms）、２個のスロットから構成されるサブフレーム（１ms）、１０個のサブフレー
ムから構成される無線フレーム（１０ms）がある。サブフレームと同じ時間間隔である1m
sのことを、送信時間間隔（Transmit Time Interval: TTI）とも称する。周波数領域にお
いては、下りリンクの帯域幅に応じて複数の下りリンクの物理リソースブロックが配置さ
れる。
【００８６】
　以下、下りリンクに割り当てられる物理チャネルの配置について説明する。下りリンク
の各サブフレームには、ＰＤＣＣＨ、ＰＣＦＩＣＨ、ＰＨＩＣＨ、ＰＤＳＣＨ、および下
りリンク参照信号などが配置される。ＰＤＣＣＨはサブフレームの先頭のＯＦＤＭシンボ
ルから（図４において、右下から左上への斜線でハッチングがされた領域）配置される。
ＰＤＣＣＨが配置されるＯＦＤＭシンボルの数はサブフレーム毎に異なり、ＰＤＣＣＨが
配置されるＯＦＤＭシンボルの数を示す情報はＰＣＦＩＣＨで報知される。各サブフレー
ムでは、複数のＰＤＣＣＨが周波数多重および時間多重される。
【００８７】
　ＰＣＦＩＣＨはサブフレームの先頭のＯＦＤＭシンボルに配置され、ＰＤＣＣＨと周波
数多重される。ＰＨＩＣＨは、ＰＤＣＣＨと同一のＯＦＤＭシンボル内で周波数多重され
る（図４において、斜めの格子状の線でハッチングがされた領域）。ＰＨＩＣＨは、サブ
フレームの先頭のＯＦＤＭシンボルのみに配置されてもよいし、ＰＤＣＣＨが配置される
複数のＯＦＤＭシンボルに分散して配置されてもよい。各サブフレームでは、複数のＰＨ
ＩＣＨが周波数多重および符号多重される。
【００８８】
　移動局装置１は、ＰＵＳＣＨを送信してから所定の時間後（例えば、４ms後、４サブフ
レーム後、４ＴＴＩ後）の下りリンクのサブフレームのＰＨＩＣＨで、このＰＵＳＣＨに
対するＨＡＲＱフィードバックを受信する。ＰＵＳＣＨに対するＨＡＲＱインディケータ
が下りリンクのサブフレーム内のいずれのＰＨＩＣＨに配置されるかは、このＰＵＳＣＨ
に割り当てられた物理リソースブロックのうち、最も番号の小さい（最も低い周波数領域
の）物理リソースブロックの番号および、上りリンクグラントに含まれる、ＰＵＳＣＨと
時間多重される上りリンク参照信号に用いられるサイクリックシフトを決定するために用
いられる情報から決定される。
【００８９】
　ＰＤＳＣＨは、サブフレームのＰＤＣＣＨおよびＰＣＦＩＣＨおよびＰＨＩＣＨが配置
されるＯＦＤＭシンボル以外のＯＦＤＭシンボル（図４において、ハッチングがされない
領域）に配置される。ＰＤＳＣＨの無線リソースは、下りリンクアサインメントを用いて
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割り当てられる。ＰＤＳＣＨの無線リソースは、時間領域において、このＰＤＳＣＨの割
り当てに用いられた下りリンクアサインメントを含むＰＤＣＣＨと同一の下りリンクのサ
ブフレームに配置される。各サブフレームでは、複数のＰＤＳＣＨが周波数多重および空
間多重される。下りリンク参照信号については、説明の簡略化のため図４において図示を
省略するが、下りリンク参照信号は周波数領域と時間領域において分散して配置される。
【００９０】
　図５は、本発明の上りリンクの無線フレームの構成の一例を示す概略図である。図５に
おいて、横軸は時間領域、縦軸は周波数領域である。図５に示すように、上りリンクの無
線フレームは、複数の上りリンクの物理リソースブロックペア（例えば、図５の破線で囲
まれた領域）から構成されている。この上りリンクの物理リソースブロックペアは、無線
リソースの割り当てなどの単位であり、予め決められた幅の周波数帯（PRB帯域幅；１８
０kHz）および時間帯（２個のスロット＝１個のサブフレーム；１ms）からなる。
【００９１】
　１個の上りリンクの物理リソースブロックペアは、時間領域で連続する２個の上りリン
クの物理リソースブロック（PRB帯域幅×スロット）から構成される。１個の上りリンク
の物理リソースブロック（図５において、太線で囲まれている単位）は、周波数領域にお
いて１２個のサブキャリア（１５kHz）から構成され、時間領域において７個のＳＣ－Ｆ
ＤＭＡシンボル（７１μs）から構成される。尚、周波数領域において１つのサブキャリ
アと、時間領域において１つのＳＣ－ＦＤＭＡシンボルとによって定義される１つのグリ
ッドを上りリンクリソースエレメントと称する。ゆえに、１つの上りリンクの物理リソー
スブロックは “１２×７”の上りリンクリソースエレメントによって構成される。
【００９２】
　時間領域においては、７個のＳＣ－ＦＤＭＡ（Single-Carrier Frequency Division Mu
ltiple Access）シンボル（７１μs）から構成されるスロット（０．５ms）、２個のスロ
ットから構成されるサブフレーム（１ms）、１０個のサブフレームから構成される無線フ
レーム（１０ms）がある。サブフレームと同じ時間間隔である1msのことを、送信時間間
隔（Transmit Time Interval: TTI）とも称する。周波数領域においては、上りリンクの
帯域幅に応じて複数の上りリンクの物理リソースブロックが配置される。
【００９３】
　以下、上りリンクの無線フレーム内に割り当てられる物理チャネルについて説明する。
上りリンクの各サブフレームには、ＰＵＣＣＨ、ＰＵＳＣＨ、ＰＲＡＣＨおよび上りリン
ク参照信号などが配置される。ＰＵＣＣＨは、上りリンクの帯域の両端の上りリンクの物
理リソースブロック（右下から左上への斜線でハッチングがされた領域）に配置される。
各サブフレームでは、複数のＰＵＣＣＨが周波数多重および符号多重される。
【００９４】
　ＰＵＳＣＨは、ＰＵＣＣＨが配置される上りリンクの物理リソースブロック以外の上り
リンクの物理リソースブロックペア（ハッチングがされない領域）に配置される。ＰＵＳ
ＣＨの無線リソースは、上りリンクグラントを用いて割り当てられ、この上りリンクグラ
ントを含むＰＤＣＣＨが配置された下りリンクのサブフレームから所定の時間後（例えば
、４ms後、４サブフレーム後、４ＴＴＩ後）の上りリンクのサブフレームに配置される。
各サブフレームでは、複数のＰＵＳＣＨが周波数多重および空間多重される。
【００９５】
　ＰＲＡＣＨが配置されるサブフレームおよび上りリンクの物理リソースブロックを示す
情報は、基地局装置によって報知される。上りリンク参照信号は、ＰＵＣＣＨやＰＵＳＣ
Ｈと時間多重される。例えば、ＰＵＳＣＨと時間多重されるＤＭＲＳは、サブフレーム内
の４番目と１１番目のＳＣ－ＦＤＭＡシンボルに配置される。
【００９６】
　以下、本発明のＤＭＲＳの送信方法について説明する。
【００９７】
　図６は、本発明のＰＵＳＣＨとＤＭＲＳを物理リソースにマップする方法の一例を示す
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図である。図６において、横軸は時間領域、縦軸は周波数領域である。ＭPUSCH
SCは、Ｐ

ＵＳＣＨ送信のためにスケジュールされた帯域幅に含まれるサブキャリアの数である。図
６において、左上から右下への斜辺でハッチングされた四角はＤＭＲＳシーケンスがマッ
プされるリソースエレメントであり、ドットでハッチングされた四角はＰＵＳＣＨの変調
シンボル（複素シンボル）がマップされるリソースエレメントである。図６では、時間領
域において１つのサブフレームを示す。
【００９８】
　図６に示すように、ＰＵＳＣＨのＤＭＲＳシーケンスr(λ)

PUSCH(・)は、周波数領域に
おいて対応するＰＵＳＣＨの送信と同一の物理リソースブロック（リソースエレメント）
にマップされる。また、ＰＵＳＣＨのＤＭＲＳシーケンスr(λ)

PUSCH(・)は、時間領域に
おいて各スロットの第３のＳＣ－ＦＤＭＡシンボルにマップされる。つまり、移動局装置
１は、ＰＵＳＣＨとＰＵＳＣＨのＤＭＲＳシーケンスを時間多重して送信する。つまり、
移動局装置１は、ＰＵＳＣＨのＳＣ－ＦＤＭＡシンボルとＤＭＲＳシーケンスのＳＣ－Ｆ
ＭＤＡシンボルを時間多重して送信する。λは、単一のＰＵＳＣＨ内において空間多重さ
れるレイヤの番号である。すなわち、ＰＵＳＣＨのＤＭＲＳシーケンスr(λ)

PUSCH(・)は
空間多重されるレイヤのそれぞれに対して生成される。ＰＵＳＣＨのＤＭＲＳシーケンス
r(λ)

PUSCH(・)は、ＲＳ（reference signal）シーケンスr(αλ)
u,ν(・)にＯＣＣ[w(λ

)(0), w(λ)(1)]を乗算することによって生成される。ＲＳシーケンスr(αλ)
u,ν(・)は

、ベースシーケンスr’u,ν(・)にサイクリックシフトejαλnを乗算することによって生
成される。
【００９９】
　以下、本発明のＤＭＲＳの生成方法について説明する。
【０１００】
　レイヤλに関連するＰＵＳＣＨのＤＭＲＳシーケンスr(λ)

PUSCH(・)は、数式（１）に
よって定義される。MRSSCは、ＤＭＲＳシーケンスの長さである。MRSSCとMPUSCHSCとは等
しい。
【０１０１】
【数１】

【０１０２】
　レイヤλに関連するＲＳシーケンスr(αλ)

u,ν(n)は、数式（２）に応じてベースシー
ケンスr’u,ν(・)とサイクリックシフトαによって定義される。異なる値のαによって
、単一のベースシーケンスから複数のＲＳシーケンスが定義される。同じ移動局装置１の
レイヤλそれぞれに対するαλは異なる値を持つ。
【０１０３】

【数２】

【０１０４】
　ベースシーケンスr’u,ν(n)は、複数のグループに分割される。ｕはシーケンスグルー
プ番号であり、νは該グループ内のベースシーケンス番号である。ベースシーケンスの長
さが６０以下の場合には、該グループそれぞれは１つのベースシーケンス（ν＝０）を含



(21) JP 5162699 B1 2013.3.13

10

20

30

40

む。ベースシーケンスの長さが６１以上の場合には、該グループそれぞれは２つのベース
シーケンス（ν＝０，１）を含む。シーケンスグループ番号ｕとベースシーケンス番号ν
は、シーケンスグループホッピングとシーケンスホッピングを用いることで時間によって
変化させることができる。シーケンスグループホッピングおよびシーケンスホッピングの
詳細は後述する。ベースシーケンスr’u,ν(0),…, r’u,ν(MRSSC-1)の定義はＤＭＲＳ
シーケンスの長さMRSSCによって決まる。
【０１０５】
　DMRSシーケンスの長さが３６以上の場合には、ベースシーケンスr’u,ν(・)は、数式
（３）によって定義される。
【０１０６】
【数３】

【０１０７】
　xq(・)は、ｑ番目のルートZadoff-Chuシーケンスであり、数式（４）によって定義され
る。ＮRS

ZCは、Zadoff-Chuシーケンスの長さである。Zadoff-Chuシーケンスの長さＮRS
ZC

は、DMRSシーケンスの長さMRSSCよりも小さい、最大の素数である。[Ｘ] ｍｏｄ [Ｙ]は
、[Ｘ]を[Ｙ]で割った場合の余りを求める関数である。
【０１０８】

【数４】

【０１０９】
　qは、数式（５）と数式（６）とに応じてシーケンスグループ番号ｕと該グループ内の
ベースシーケンス番号νから算出される。floor(X)は、Ｘ以下の最大の整数を出力する関
数である。
【０１１０】

【数５】

【０１１１】
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【数６】

【０１１２】
　DMRSシーケンスの長さが１２と２４との場合には、ベースシーケンスr’u,ν(・)は、
数式（７）によって定義される。φ(・)は、DMRSシーケンスの長さが１２と２４とのそれ
ぞれに対して図７に示す表と図８に示す表とで定義される。
【０１１３】
【数７】

【０１１４】
　複数のＤＭＲＳシーケンスが同じシーケンスグループ番号とベースシーケンス番号とか
ら生成され、同じ長さであり、同じ帯域で送信される場合には、該複数のＤＭＲＳシーケ
ンスは異なるサイクリックシフトを用いることで直交する。複数のＤＭＲＳシーケンスが
、シーケンスグループ番号とベースシーケンス番号との異なる組合せから生成される、ま
たは複数のＤＭＲＳシーケンスの長さが異なる、または複数のＤＭＲＳシーケンスが一部
重複する帯域で送信される場合には、該複数のＤＭＲＳシーケンスは異なるサイクリック
シフトを用いたとしても直交しない。
【０１１５】
　複数のＤＭＲＳシーケンスが、シーケンスグループ番号とベースシーケンス番号との異
なる組合せから生成される場合には、複数のＤＭＲＳシーケンスが同じシーケンスグルー
プ番号とベースシーケンス番号とから生成される場合と比較して、該複数のＤＭＲＳシー
ケンスは相互相関が低くなる。
【０１１６】
　また、ＤＭＲＳシーケンスのシーケンスグループ番号とベースシーケンス番号およびＤ
ＭＲＳが送信される帯域が重複しているかに関わらず、複数のＤＭＲＳシーケンスは異な
るＯＣＣを用いることで直交する。しかしながら、移動局装置１の移動に伴うドップラ周
波数の影響により、ＯＣＣによるＤＭＲＳシーケンス間の直交が崩れてしまうことがある
。
【０１１７】
　そこで、異なるＯＣＣによって直交している複数のＤＭＲＳシーケンスが、同じシーケ
ンスグループ番号とベースシーケンス番号とから生成され、同じ長さであり、同じ帯域で
送信される場合には、該複数のＤＭＲＳシーケンスに対して異なるサイクリックシフトを
用いることが好ましい。これにより、移動局装置１の移動に伴うドップラ周波数の影響に
よりＯＣＣによるＤＭＲＳシーケンス間の直交が崩れた場合にも、サイクリックシフトに
よってＤＭＲＳシーケンス間の直交を保つことができる。
【０１１８】
　また、異なるＯＣＣによって直交している複数のＤＭＲＳシーケンスが、シーケンスグ
ループ番号とベースシーケンス番号との異なる組合せから生成される場合には、移動局装
置１の移動に伴うドップラ周波数の影響によりＯＣＣによるＤＭＲＳシーケンス間の直交
が崩れたとしても、複数のＤＭＲＳシーケンスが同じシーケンスグループ番号とベースシ
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が低くなる。
【０１１９】
　以下、本発明のシーケンスグループホッピングについて説明する。
【０１２０】
　スロットnsにおけるシーケンスグループ番号は、数式（８）に応じてグループホッピン
グパターンfgh(ns)とシーケンスシフトパターンfssとＰＤＣＣＨで送信される情報から決
定される移動局装置固有のパラメータf(1)DMRSと上位層によって設定される移動局装置固
有のパラメータf(2)DMRSとによって定義される。
【０１２１】
【数８】

【０１２２】
　移動局装置１は、上位層によって与えられるセル固有のパラメータGroup-hopping-enab
ledに応じてシーケンスグループホッピングの有効（enabled）または無効(disabled)を決
定する。Group-hopping-enabledに応じてシーケンスグループホッピングを有効（enabled
）としていたとしても、移動局装置１は上位層によって与えられる移動局装置固有のパラ
メータDisable-sequence-group-hoppingに応じてＰＵＳＣＨに対するシーケンスグループ
ホッピングを無効（disabled）とすることができる。グループホッピングパターンfgh(ns
)は、数式（９）によって定義される。
【０１２３】
【数９】

【０１２４】
　c(・)は、擬似乱数シーケンス（Pseudo-random sequence）である。擬似乱数シーケン
スは、長さ３１のゴールドシーケンスによって定義される。グループホッピングパターン
fgh(ns)の擬似乱数シーケンスc(・)は、数式（１０）によって算出されるcinitによって
無線フレームそれぞれの始まりに初期化される。NcellIDは、物理セル識別子である。擬
似乱数シーケンスの生成方法は後述する。
【０１２５】
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【数１０】

【０１２６】
　シーケンスシフトパターンfssの定義は、ＰＵＳＣＨとＰＵＣＣＨ間で異なる。ＰＵＣ
ＣＨに対して、シーケンスシフトパターンfssは、数式（１１）によって与えられる。
【０１２７】
【数１１】

【０１２８】
　ＰＵＳＣＨに対して、シーケンスシフトパターンfssは、数式（１２）によって与えら
れる。Δssは、上位層によって設定されるセル固有のパラメータであり、０から２９の範
囲内の整数である。
【０１２９】

【数１２】

【０１３０】
　パラメータf(1)DMRSに関する情報は、ＰＵＳＣＨのスケジューリングに用いられる上り
リンクグラント（ＤＣＩフォーマット０および／またはＤＣＩフォーマット４）を用いて
基地局装置３から移動局装置１へ送信される。尚、上りリンクグラント（ＤＣＩフォーマ
ット０および／またはＤＣＩフォーマット４）を用いて、ＤＭＲＳに対するサイクリック
シフトに関するパラメータとf(1)DMRS関するパラメータとを示す情報が送信されてもよい
。パラメータf(2)DMRSに関する情報は、上位層（無線リソース制御層）のメッセージとし
てＰＤＳＣＨを用いて基地局装置３から移動局装置１へ送信される。基地局装置３（セル
、ポイント）間は、自局装置が選択したf(1)DMRSとf(2)DMRSとを示す情報を隣接する基地
局装置３（セル、ポイント）へ通知する。これにより、基地局装置３が隣接するセルから
通知された該情報および移動局装置１に対するＰＵＳＣＨのスケジューリングなどに応じ
てf(1)DMRSとf(2)DMRSとを適切に選択することで、隣接する基地局装置３（セル、ポイン
ト）とＤＭＲＳの干渉コーディネーションを行なうことができる。
【０１３１】
　尚、数式（８）と数式（１１）の代わりに数式（１３）と数式（１４）を用いてもよい
。また、数式（８）と数式（１２）の代わりに数式（１３）と数式（１５）を用いてもよ
い。
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【０１３２】
【数１３】

【０１３３】
【数１４】

【０１３４】
【数１５】

【０１３５】
　数式（８）と数式（１１）との代わりに数式（１３）と数式（１４）とを用いる場合に
は、f(1)DMRSとf(2)DMRSとに基づいてＰＵＣＣＨとＰＵＳＣＨに対するＤＭＲＳシーケン
スのシーケンスグループ番号が算出される。数式（８）と数式（１２）との代わりに数式
（１３）と数式（１５）とを用いる場合には、f(1)DMRSとf(2)DMRSとに基づいてＰＵＳＣ
Ｈに対するＤＭＲＳシーケンスのシーケンスグループ番号が算出される。
【０１３６】
　以下、本発明のシーケンスホッピングについて説明する。
【０１３７】
　シーケンスホッピングは、長さが７２以上のＤＭＲＳシーケンスに対してのみ適用する
。長さが７２よりも小さいＤＭＲＳシーケンスに対して、スロットnsにおけるベースシー
ケンスグループ内のベースシーケンス番号νは０である。長さが７２以上のＤＭＲＳシー
ケンスに対して、スロットnsにおけるベースシーケンスグループ内のベースシーケンス番
号νは、数式（１６）に応じて擬似乱数シーケンスc(・)とＰＤＣＣＨで送信される情報
から決定される移動局装置固有のパラメータf(1)SHと上位層によって設定される移動局装
置固有のパラメータf(2)SHとによって定義される。
【０１３８】
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【数１６】

【０１３９】
　移動局装置１は、上位層によって与えられるセル固有のパラメータSequence-hopping-e
nabledに応じてシーケンスホッピングの有効（enabled）または無効(disabled)を決定す
る。Sequence-hopping-enabledに応じてシーケンスグループホッピングを有効（enabled
）としていたとしても、移動局装置１は上位層によって与えられる移動局装置固有のパラ
メータDisable-sequence-group-hoppingに応じてＰＵＳＣＨに対するシーケンスホッピン
グを無効（disabled）とすることができる。
【０１４０】
　ベースシーケンス番号の擬似乱数シーケンスc(・)は、数式（１７）によって算出され
るcinitによって無線フレームそれぞれの始まりに初期化される。
【０１４１】
【数１７】

【０１４２】
　パラメータf(1)SHに関する情報は、ＰＵＳＣＨのスケジューリングに用いられる上りリ
ンクグラント（ＤＣＩフォーマット０および／またはＤＣＩフォーマット４）を用いて基
地局装置３から移動局装置１へ送信される。尚、上りリンクグラント（ＤＣＩフォーマッ
ト０および／またはＤＣＩフォーマット４）を用いて、ＤＭＲＳに対するサイクリックシ
フトに関するパラメータとf(1)DMRS関するパラメータとの内少なくとも１つとf(1)SHとを
示す情報が送信されてもよい。
【０１４３】
　パラメータf(2)SHに関する情報は、上位層（無線リソース制御層）のメッセージとして
ＰＤＳＣＨを用いて基地局装置３から移動局装置１へ送信される。基地局装置３（セル、
ポイント）間は、自局装置が選択したf(1)SHとf(2)SHとを示す情報を隣接する基地局装置
３（セル、ポイント）へ通知する。これにより、基地局装置３が隣接するセルから通知さ
れた該情報および移動局装置１に対するＰＵＳＣＨのスケジューリングなどに応じてf(1)

SHとf(2)SHとを適切に選択することで、隣接する基地局装置３（セル、ポイント）とＤＭ
ＲＳの干渉コーディネーションを行なうことができる。
【０１４４】
　尚、ＰＵＣＣＨは常に１つの物理リソースブロックにマップされ、ＰＵＣＣＨに対する
ＤＭＲＳシーケンスの長さは常に同じであるため、サイクリックシフトによる直交を適用
することができる。ゆえに、ＰＵＣＣＨに対するシーケンスグループ番号を算出する際に
は、数式（８）と数式（１４）とにおいてf(1)DMRSとf(2)DMRSとを０にし、数式（１６）
においてf(1)SHとf(2)SHとを０にしてもよい。尚、f(1)DMRSとf(2)DMRSとf(1)SHとf(2)SH
のデフォルトの値は０である。尚、f(1)DMRSとf(2)DMRSとは０から２９の範囲内の整数で
あり、f(1)SHとf(2)SHとは０または１の整数である。
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【０１４５】
　尚、数式（８）と数式（１４）と数式（１５）とにおいて、f(1)DMRSとf(2)DMRSのうち
いずれか一方のみを用いてもよい。尚、数式（１６）において、f(1)SHとf(2)SHのうちい
ずれか一方のみを用いてもよい。尚、数式（８）と数式（１４）と数式（１５）と数式（
１６）とにおいて、f(1)DMRSとf(2)DMRSとf(1)SHとf(2)SHのうち少なくとも１つのみを用
いてもよい。つまり、移動局装置１は、移動局装置固有のパラメータを用いて、シーケン
スグループ番号ｕとベースシーケンス番号νのいずれか一方を決定してもよい。
【０１４６】
　f(1)DMRSの値とf(1)SHの値とは、上りリンクグラント（ＤＣＩフォーマット０および／
またはＤＣＩフォーマット４）を用いて基地局装置３から移動局装置１へ送信されるため
、サブフレーム単位でダイナミックに変更するこができるが、基地局装置３から移動局装
置１への信号のオーバーヘッドが増加してしまう。f(2)DMRSの値とf(2)SHの値とは、上位
層のメッセージとしてＰＤＳＣＨを用いて基地局装置３から移動局装置１へ送信されるた
め、サブフレーム単位でダイナミックに変更することはできないが、上りリンクグラント
（ＤＣＩフォーマット０および／またはＤＣＩフォーマット４）を用いてf(1)DMRSの値と
f(1)SHの値とを通知する方法よりも基地局装置３から移動局装置１への信号のオーバーヘ
ッドの増加は少ない。
【０１４７】
　以下、擬似乱数シーケンスc(・)の生成方法について説明する。長さMPNの出力系列c(n)
（n=0, 1,…, MPN－1）は、数式（１８）で定義される。
【０１４８】

【数１８】

【０１４９】
　Nc＝１６００である。第１のｍシーケンスx1は、x1 (0)=1、x1 (n)=1（n=1, 2,…, 30
）に初期化される。第２のｍシーケンスx2は、数式（１９）によって初期化される。移動
局装置１は、数式（１９）を成立させるx2の値をx2の初期値とする。
【０１５０】
【数１９】

【０１５１】
　移動局装置１は、数式（２０）と数式（２１）を用いて、ｎの値が３１以上のx1とx2の
値をそれぞれ算出する。
【０１５２】
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【数２０】

【０１５３】
【数２１】

【０１５４】
　以下、本発明のランダムアクセスについて説明する。
【０１５５】
　ランダムアクセスには、Contention based Random Accessと、Non-contention based R
andom Accessの２つのアクセス方法がある。Contention based Random Accessは、移動局
装置１間で衝突する可能性のあるアクセス方法であり、通常行なわれるランダムアクセス
である。Non-contention based Random Accessは、移動局装置１間で衝突が発生しないア
クセス方法であり、迅速に移動局装置１と基地局装置３間の同期をとるためにハンドオー
バ等の特別な場合に基地局装置３主導で行なわれるランダムアクセスである。
【０１５６】
　以下、本発明のContention based Random Accessについて説明する。Non-contention b
ased Random Accessの説明は省略する。
【０１５７】
　ランダムアクセスでは、同期をとるために移動局装置１はプリアンブルのみ送信する。
プリアンブルは、情報を表す信号パターンであるシグネチャが含まれ、数十種類のシグネ
チャを用意して数ビットの情報を表現することができる。移動局装置１は、プリアンブル
を用いて６ビットの情報を送信するので、６４種類のシグネチャが用意される。
【０１５８】
　基地局装置３は、移動局装置１から送信されたプリアンブルを受信すると、プリアンブ
ルから移動局装置１と基地局装置３間の同期タイミングのずれを算出し、移動局装置１が
メッセージ３を送信するためのスケジューリングを行なう。そして、基地局装置３はプリ
アンブルを送信した移動局装置１にＴｅｍｐｏｒａｒｙ　Ｃ－ＲＮＴＩを割り当て、プリ
アンブルを受信したＰＲＡＣＨに対応するＲＡ－ＲＮＴＩ（Random Access-Radio Networ
k Temporary Identifier）をＰＤＣＣＨに含めて配置し、このＰＤＣＣＨに含まれる無線
リソース割り当てが示すＰＤＳＣＨに同期タイミングのずれ情報、ＰＵＳＣＨのスケジュ
ーリング情報、Ｔｅｍｐｏｒａｒｙ　Ｃ－ＲＮＴＩおよび受信したプリアンブルのシグネ
チャの番号（ランダムID、またはプリアンブルIDとも呼称する。）を含んだランダムアク
セスレスポンス（メッセージ２）を送信する。ランダムアクセスレスポンスに含まれるＰ
ＵＳＣＨのスケジューリング情報をランダムアクセスレスポンスグラント（random acces
s response grant）と称する。
【０１５９】
　移動局装置１は、検出したＰＤＣＣＨにＲＡ－ＲＮＴＩが含まれていることを確認する
と、ＰＤＣＣＨに含まれる無線リソース割り当てが示すＰＤＳＣＨに配置されたランダム
アクセスレスポンスの中身を確認する。移動局装置１は自装置が送信したプリアンブルの
シグネチャの番号が含まれる応答を抽出し、同期タイミングのずれを補正し、割り当てら
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れたＰＵＳＣＨの無線リソースと送信フォーマットで予め基地局装置３から通知されたＣ
－ＲＮＴＩ、または接続要求のメッセージ（RRCConnectionRequest message）、または接
続再設定要求のメッセージ（RRCConnectionReestablishmentRequest message）を含むメ
ッセージ３を送信する。
【０１６０】
　基地局装置３は、移動局装置１からのメッセージ３を受信すると、受信したメッセージ
３に含まれるＣ－ＲＮＴＩまたは、接続要求のメッセージまたは接続再設定要求のメッセ
ージに含まれる移動局装置１を識別する情報を含むコンテンションレゾリューション（メ
ッセージ４）を移動局装置１に送信する。
【０１６１】
　基地局装置３は、メッセージ３の復号に失敗した場合は、復号に失敗したメッセージ３
が対応するＴｅｍｐｏｒａｒｙ　Ｃ－ＲＮＴＩを含むＤＣＩフォーマット０またはＮＡＣ
Ｋを示すＨＡＲＱインディケータを用いて移動局装置１にメッセージ３の再送を指示する
。移動局装置１は、ＮＡＣＫを示すＨＡＲＱインディケータによってメッセージ３の再送
信を指示された場合には、メッセージ３に対するＰＵＳＣＨのスケジューリングに用いら
れる最後に受信した情報（ランダムアクセスレスポンスグラントおよび／またはＤＣＩフ
ォーマット０）に従ってメッセージ３の再送信を行なう。
【０１６２】
　図９は、本発明のメッセージ３の初期送信および再送信の手順の一例を説明する図であ
る。図９において、横軸は時間領域であり、灰色でハッチングされた四角は、ＰＤＳＣＨ
で送信され、ランダムアクセスレスポンスグラントを含むランダムアクセスレスポンスを
示し、ドットでハッチングされた四角は、ＰＨＩＣＨで送信され、ＮＡＣＫを示すＨＡＲ
Ｑインディケータを示し、右上から左下への斜線でハッチングされた四角は、ＰＤＣＣＨ
を用いて送信され、Ｔｅｍｐｏｒａｒｙ　Ｃ－ＲＮＴＩを含み、メッセージ３の再送信を
指示するＤＣＩフォーマット０を示し、右下から左上への斜線でハッチングされた四角は
、ＰＵＳＣＨで送信されるメッセージ３のトランスポートブロックを示し、角括弧を付け
た番号はサブフレームの番号を示す。
【０１６３】
　図９において、サブフレームｎにおいて、移動局装置１はランダムアクセスレスポンス
グラントを含むランダムアクセスレスポンスを受信する。サブフレームｎ＋４において、
移動局装置１はサブフレームｎで受信したランダムアクセスレスポンスに含まれるランダ
ムアクセスレスポンスグラントに従ってメッセージ３のトランスポートブロックをＰＵＳ
ＣＨで初期送信する（Ｔ７０１）。サブフレームｎ＋８において、移動局装置１はサブフ
レームｎ＋４で初期送信をしたＰＵＳＣＨに対応するトランスポートブロックに対するＨ
ＡＲＱインディケータを受信する。サブフレームｎ＋８で受信したＨＡＲＱインディケー
タがＮＡＣＫを示している場合に、移動局装置１は、サブフレームｎ＋１２において、サ
ブフレームｎで受信したランダムアクセスレスポンスに含まれるランダムアクセスレスポ
ンスグラントに従って、サブフレームｎ＋４で初期送信をしたＰＵＳＣＨに対応するメッ
セージ３のトランスポートブロックと同じトランスポートブロックを再送信する（Ｔ７０
３）。
【０１６４】
　サブフレームｎ＋１６において、移動局装置１はサブフレームｎ＋４において初期送信
をしたＰＵＳＣＨに対応するトランスポートブロックに対する再送信を指示するＤＣＩフ
ォーマット０を受信する。サブフレームｎ＋２０において、移動局装置１はサブフレーム
ｎ＋１６で受信したＤＣＩフォーマット０に従って、サブフレームｎ＋４で初期送信をし
たＰＵＳＣＨに対応するメッセージ３のトランスポートブロックと同じトランスポートブ
ロックを再送信する（Ｔ７０５）。サブフレームｎ＋２４において、移動局装置１はサブ
フレームｎ＋４で初期送信をしたＰＵＳＣＨに対応するトランスポートブロックに対する
ＨＡＲＱインディケータを受信する。サブフレームｎ＋２４で受信したＨＡＲＱインディ
ケータがＮＡＣＫを示している場合に、移動局装置１は、サブフレームｎ＋２８において
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、サブフレームｎ＋１６で受信したＤＣＩフォーマット０に従って、サブフレームｎ＋４
で初期送信をしたＰＵＳＣＨに対応するメッセージ３のトランスポートブロックと同じト
ランスポートブロックを再送信する（Ｔ７０７）。
【０１６５】
　基地局装置３は、いずれの移動局装置１が、Contention based Random Accessの一環と
してランダムアクセスレスポンスグラントでスケジューリングされたＰＵＳＣＨの送信、
および該ＰＵＳＣＨで送信されたトランスポートブロックと同じトランスポートブロック
に対するＰＵＳＣＨの送信を行なったのかを知らない。つまり、基地局装置３は、いずれ
の移動局装置１が、Contention based Random Accessの一環としてメッセージ３の初期送
信および再送信をしたのかを知らない。
【０１６６】
　従って、移動局装置１が、Contention based Random Accessの一環としてメッセージ３
の初期送信および再送信をＰＵＳＣＨで行なう際に、移動局装置固有のパラメータである
f(1)DMRSとf(2)DMRSとf(1)SHとf(2)SHとのうち少なくとも１つを用いてＤＭＲＳシーケン
スのシーケンスグループ番号ｕとベースシーケンス番号νとのうち少なくとも１つを決定
すると、基地局装置３は、移動局装置１が送信するＤＭＲＳシーケンスのシーケンスグル
ープ番号ｕとベースシーケンス番号νを知ることができないため、メッセージ３の送信に
対応するＰＵＳＣＨのＤＭＲＳから伝搬路を推定することができず、該ＰＵＳＣＨの伝搬
路の補償をすることができないという問題がある。
【０１６７】
　そこで、本発明では、移動局装置１は、基地局装置３から移動局装置固有のパラメータ
であるf(1)DMRSとf(2)DMRSとf(1)SHとf(2)SHとのうち少なくとも１つを通知されていたと
しても、Contention based Random Accessの一環としてメッセージ３の初期送信および再
送信をＰＵＳＣＨで行う際には、f(1)DMRSとf(2)DMRSとf(1)SHとf(2)SHとを０としてＰＵ
ＳＣＨのＤＭＲＳシーケンスのシーケンスグループ番号ｕとベースシーケンス番号νとを
決定する。
【０１６８】
　つまり、移動局装置１は、ＰＵＳＣＨに対するＤＭＲＳシーケンスの生成に用いられる
パラメータ（f(1)DMRSとf(2)DMRSとf(1)SHとf(2)SH）に関連する情報を物理下りリンクチ
ャネル（ＰＤＳＣＨまたはＰＤＣＣＨ）で受信し、Contention based Random Accessと関
係なくトランスポートブロックの送信をＰＵＳＣＨで行う際には、前記パラメータに関連
する前記情報を用いて前記パラメータの値を決定し、Contention based Random Accessの
一環としてトランスポートブロックの送信を物理上りリンク共用チャネルで行う際には、
前記パラメータの値を０とし、前記パラメータの値を用いて、ＤＭＲＳシーケンスを生成
する。
【０１６９】
　より具体的には、移動局装置１は、ＰＵＳＣＨに対するＤＭＲＳシーケンスの生成に用
いられるパラメータ（f(1)DMRSとf(2)DMRSとf(1)SHとf(2)SH）に関連する情報を物理下り
リンクチャネル（ＰＤＣＣＨまたはＰＤＳＣＨ）で受信し、前記ＰＵＳＣＨのスケジュー
リングに用いられる下りリンク制御情報（ＤＣＩフォーマット０および／またはＤＣＩフ
ォーマット４）をＰＤＣＣＨで受信し、前記ＰＵＳＣＨの送信に対応するトランスポート
ブロックに対する、最後に受信した下りリンク制御情報の送信にtemporary C-RNTIが用い
られた際には、前記パラメータの値を０とし、前記ＰＵＳＣＨの送信に対応するトランス
ポートブロックに対する、最後に受信した下りリンク制御情報の送信にC-RNTIが用いられ
た際には、前記パラメータに関連する前記情報を用いて前記パラメータの値を決定し、前
記パラメータの値を用いて、前記ＤＭＲＳシーケンスを生成する。
【０１７０】
　また、移動局装置１は、ＰＵＳＣＨのスケジューリングに用いられるランダムアクセス
レスポンスグラントを含むランダムアクセスレスポンスをＰＤＳＣＨで受信し、前記ＰＵ
ＳＣＨの初期送信が前記ランダムアクセスレスポンスグラントによってスケジューリング
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され、前記ランダムアクセスレスポンスグラントによってスケジューリングされた前記Ｐ
ＵＳＣＨの送信に対応するトランスポートブロックに対する前記下りリンク制御情報（Ｄ
ＣＩフォーマット０）をＰＤＣＣＨで受信していない場合には、前記パラメータ（f(1)DM
RSとf(2)DMRSとf(1)SHとf(2)SH）の値を０とする。
【０１７１】
　つまり、移動局装置１は、Contention based Random Accessの一環として、ＰＤＳＣＨ
で受信したランダムアクセスレスポンスに含まれるランダムアクセスレスポンスグラント
に基づいてメッセージ３の送信をＰＵＳＣＨで行なう場合（すなわち、図９のＴ７０１と
Ｔ７０３の場合）には、前記パラメータ（f(1)DMRSとf(2)DMRSとf(1)SHとf(2)SH）の値を
０とする。また、移動局装置１は、Contention based Random Accessの一環として、ＰＤ
ＣＣＨで受信した下りリンク制御情報（ＤＣＩフォーマット０）に基づいてメッセージ３
の再送信をＰＵＳＣＨで行なう場合（すなわち、図９のＴ７０５とＴ７０７の場合）には
、前記パラメータ（f(1)DMRSとf(2)DMRSとf(1)SHとf(2)SH）の値を０とする。
【０１７２】
　尚、移動局装置１は、Contention based Random Accessの一環としてトランスポートブ
ロックの送信をＰＵＳＣＨで行う際に、セル固有のパラメータΔssの値を０にしない。
【０１７３】
　以下、以下本発明の移動局装置の動作について説明する。
【０１７４】
　図１０は、本発明の移動局装置１によるＤＭＲＳシーケンスの送信に関する処理の一例
を示すフローチャート図である。まず、移動局装置１は、ＰＵＳＣＨに対するＤＭＲＳシ
ーケンスの生成に用いられるパラメータ（f(1)DMRSとf(2)DMRSとf(1)SHとf(2)SH）に関連
する情報を物理下りリンクチャネル（ＰＤＳＣＨまたはＰＤＣＣＨ）で受信する（ステッ
プＳ８００）。移動局装置１は、ＰＵＳＣＨのスケジューリングに用いられる情報（ラン
ダムアクセスレスポンスグラント、上りリンクグラント）を物理下りリンクチャネル（Ｐ
ＤＳＣＨ、ＰＤＣＣＨ）で受信する（ステップＳ８０１）。
【０１７５】
　ステップＳ８０１で受信した情報に基づいて、Contention based Random Accessの一環
としてＰＵＳＣＨでトランスポートブロックの送信を行なう場合には（ステップＳ８０２
－Ｙｅｓ）、移動局装置１はＰＵＳＣＨに対するＤＭＲＳシーケンスの生成に用いられる
パラメータの値を０とする（ステップＳ８０３）。ステップＳ８０１で受信した情報に基
づいて、Contention based Random Accessとは関係なくＰＵＳＣＨでトランスポートブロ
ックの送信を行なう場合には（ステップＳ８０３－Ｎｏ）、ステップＳ８００で受信した
パラメータに関連する情報を用いて、前記パラメータの値を決定する。
【０１７６】
　移動局装置１は、ステップＳ８０３またはステップＳ８０４において決定されたパラメ
ータの値を用いてシーケンスグループ番号ｕとベースシーケンス番号νを決定し、決定し
たシーケンスグループ番号ｕとベースシーケンス番号νを用いてＤＭＲＳシーケンスを生
成する（ステップＳ８０５）。移動局装置１は、ステップＳ８０５で生成したＤＭＲＳシ
ーケンスをＰＵＳＣＨとともに送信する（ステップＳ８０６）。つまり、ステップＳ８０
５で生成したＤＭＲＳシーケンスをＳＣ－ＦＤＭＡ変調して得られるＳＣ－ＦＤＭＡシン
ボルとＰＵＳＣＨのＳＣ－ＦＤＭＡシンボルを時間多重して送信する。
【０１７７】
　これにより、基地局装置３は、移動局装置１が送信するメッセージ３に対応するＰＵＳ
ＣＨのＤＭＲＳシーケンスのシーケンスグループ番号ｕとベースシーケンス番号νを推定
でき、メッセージ３の送信に対応するＰＵＳＣＨのＤＭＲＳから伝搬路を推定することが
でき、該メッセージ３の送信に対応するＰＵＳＣＨの伝搬路の補償をすることができる。
また、これにより、基地局装置３は、メッセージ３に対応していないＰＵＳＣＨのＤＭＲ
Ｓシーケンスのシーケンスグループ番号ｕとベースシーケンス番号νを移動局装置１のそ
れぞれに対して個別に制御することができる。
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【０１７８】
　本発明に関わる基地局装置３、および移動局装置１で動作するプログラムは、本発明に
関わる上記実施形態の機能を実現するように、ＣＰＵ（Central Processing Unit）等を
制御するプログラム（コンピュータを機能させるプログラム）であっても良い。そして、
これら装置で取り扱われる情報は、その処理時に一時的にＲＡＭ（Random Access Memory
）に蓄積され、その後、Ｆｌａｓｈ　ＲＯＭ（Read Only Memory)などの各種ＲＯＭやＨ
ＤＤ（Hard Disk Drive）に格納され、必要に応じてＣＰＵによって読み出し、修正・書
き込みが行われる。
【０１７９】
　尚、上述した実施形態における移動局装置１、基地局装置３の一部、をコンピュータで
実現するようにしても良い。その場合、この制御機能を実現するためのプログラムをコン
ピュータが読み取り可能な記録媒体に記録して、この記録媒体に記録されたプログラムを
コンピュータシステムに読み込ませ、実行することによって実現しても良い。
【０１８０】
　尚、ここでいう「コンピュータシステム」とは、移動局装置１、又は基地局装置３に内
蔵されたコンピュータシステムであって、ＯＳや周辺機器等のハードウェアを含むものと
する。また、「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、フレキシブルディスク、光
磁気ディスク、ＲＯＭ、ＣＤ－ＲＯＭ等の可搬媒体、コンピュータシステムに内蔵される
ハードディスク等の記憶装置のことをいう。
【０１８１】
　さらに「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、インターネット等のネットワー
クや電話回線等の通信回線を介してプログラムを送信する場合の通信線のように、短時間
、動的にプログラムを保持するもの、その場合のサーバやクライアントとなるコンピュー
タシステム内部の揮発性メモリのように、一定時間プログラムを保持しているものも含ん
でも良い。また上記プログラムは、前述した機能の一部を実現するためのものであっても
良く、さらに前述した機能をコンピュータシステムにすでに記録されているプログラムと
の組み合わせで実現できるものであっても良い。
【０１８２】
　また、上述した実施形態における移動局装置１、基地局装置３の一部、又は全部を典型
的には集積回路であるＬＳＩとして実現してもよいし、チップセットとして実現してもよ
い。移動局装置１、基地局装置３の各機能ブロックは個別にチップ化してもよいし、一部
、又は全部を集積してチップ化してもよい。また、集積回路化の手法はＬＳＩに限らず専
用回路、又は汎用プロセッサで実現しても良い。また、半導体技術の進歩によりＬＳＩに
代替する集積回路化の技術が出現した場合、当該技術による集積回路を用いることも可能
である。
【０１８３】
　以上、図面を参照してこの発明の一実施形態について詳しく説明してきたが、具体的な
構成は上述のものに限られることはなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲内において様
々な設計変更等をすることが可能である。
【符号の説明】
【０１８４】
１（１Ａ、１Ｂ、１Ｃ）　移動局装置
３　基地局装置
１０１　上位層処理部
１０３　制御部
１０５　受信部
１０７　送信部
３０１　上位層処理部
３０３　制御部
３０５　受信部
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３０７　送信部
１０１１　無線リソース制御部
１０１３　スケジューリング情報解釈部
３０１１　無線リソース制御部
３０１３　スケジューリング部
３０１５　制御情報生成部
【要約】　　　（修正有）
【課題】移動局装置が移動局装置固有のパラメータを用いてベースシーケンスを効率的に
生成する。
【解決手段】ＬＴＥにおいて、移動局装置は、ＰＵＳＣＨ（物理上りリンク共用チャネル
）に対するＤＭＲＳ（復調参照信号）シーケンスの生成に用いられるパラメータに関連す
る情報を物理下りリンクチャネルで受信し、Contention based Random Accessと関係なく
トランスポートブロックの送信をＰＵＳＣＨで行う際には、前記パラメータに関連する前
記情報を用いて前記パラメータの値を決定し、Contention based Random Accessの一環と
してトランスポートブロックの送信を物理上りリンク共用チャネルで行う際には、前記パ
ラメータの値を０とし、前記パラメータの値を用いて、ＤＭＲＳシーケンスを生成する。
【選択図】図１０
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