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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　復調用基準信号（DMRS）の生成に用いるベース系列を生成する制御部と、
　前記ベース系列から生成されたDMRSを生成するDMRS生成部と、
　前記DMRSをPUSCHで送信する送信部と、
　を有し、
　前記制御部は、
　基地局から端末個別のシグナリングによる指示にセルＩＤを示す値が含まれる場合には
、前記指示に基づく1つのベース系列グループを用いて前記ベース系列を生成し、
　前記端末個別のシグナリングが通知されない場合、および前記端末個別のシグナリング
にセルＩＤを示す値が含まれない場合には、セルに割り当てられた1つのベース系列グル
ープを用いて前記ベース系列を生成する、
　無線通信端末。
【請求項２】
　前記端末個別のシグナリングによる指示は、PUSCH送信開始より前に通知される、
　請求項１に記載の無線通信端末。
【請求項３】
　前記端末個別のシグナリングによる指示は、前記DMRSの送信開始より前に通知される、
　請求項１に記載の無線通信端末。
【請求項４】
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　前記端末個別のシグナリングに含まれるパラメータにより決定されるベース系列グルー
プが取りうる範囲は、前記セルに割り当てられたベース系列グループが取りうる範囲と重
ならない、
　請求項１に記載の無線通信端末。
【請求項５】
　前記端末個別のシグナリングに含まれるパラメータはセルの配置に合わせて選択され、
前記パラメータを用いて決定されるベース系列グループは、前記セルに割り当てられたベ
ース系列グループとは重ならない、
　請求項１に記載の無線通信端末。
【請求項６】
　前記セルに割り当てられたベース系列グループにおいて、グループホッピングパターン
は共通である、
　請求項１に記載の無線通信端末。
【請求項７】
　前記端末個別のシグナリングによる指示を用いて決定されるベース系列グループを予め
データテーブルとして記憶する記憶部、を備える、
　請求項１に記載の無線通信端末。
【請求項８】
　前記端末個別のシグナリングは、RRC制御情報により通知され、
　前記制御部は、PDCCHおよびMACヘッダによる通知情報を用いずに、前記通知に基づく1
つのベース系列グループを用いてベース系列を生成する、
　請求項１に記載の無線通信端末。
【請求項９】
　復調用基準信号（DMRS）の生成に用いるベース系列を生成する制御工程と、
　前記ベース系列から生成されたDMRSを生成するDMRS生成工程と、
　前記DMRSをPUSCHで送信する送信工程と、
　を有し、
　前記制御工程は、
　基地局から端末個別のシグナリングによる指示にセルＩＤを示す値が含まれる場合には
、前記指示に基づく1つのベース系列グループを用いて前記ベース系列を生成し、
　前記端末個別のシグナリングが通知されない場合、および前記端末個別のシグナリング
にセルＩＤを示す値が含まれない場合には、セルに割り当てられた1つのベース系列グル
ープを用いて前記ベース系列を生成する、
　通信方法。
【請求項１０】
　前記端末個別のシグナリングによる指示は、PUSCH送信開始より前に通知される、
　請求項９に記載の通信方法。
【請求項１１】
　前記端末個別のシグナリングによる指示は、前記DMRSの送信開始より前に通知される、
　請求項９に記載の通信方法。
【請求項１２】
　前記端末個別のシグナリングに含まれるパラメータにより決定されるベース系列グルー
プが取りうる範囲は、前記セルに割り当てられたベース系列グループが取りうる範囲と重
ならない、
　請求項９に記載の通信方法。
【請求項１３】
　前記端末個別のシグナリングに含まれるパラメータはセルの配置に合わせて選択され、
前記パラメータを用いて決定されるベース系列グループは、前記セルに割り当てられたベ
ース系列グループとは重ならない、
　請求項９に記載の通信方法。
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【請求項１４】
　前記セルに割り当てられたベース系列グループにおいて、グループホッピングパターン
は共通である、
　請求項９に記載の通信方法。
【請求項１５】
　前記端末個別のシグナリングによる指示を用いて決定されるベース系列グループを予め
データテーブルとして記憶する記憶工程、を備える、
　請求項９に記載の通信方法。
【請求項１６】
　前記端末個別のシグナリングは、RRC制御情報により通知され、
　前記制御工程は、PDCCHおよびMACヘッダによる通知情報を用いずに、前記通知に基づく
1つのベース系列グループを用いてベース系列を生成する、
　請求項９に記載の通信方法。
【請求項１７】
　復調用基準信号（DMRS）の生成に用いるベース系列を生成する制御処理と、
　前記ベース系列から生成されたDMRSを生成するDMRS生成処理と、
　前記DMRSをPUSCHで送信する送信処理と、
　を制御し、
　前記制御処理は、
　基地局から端末個別のシグナリングによる指示にセルＩＤを示す値が含まれる場合には
、前記指示に基づく1つのベース系列グループを用いて前記ベース系列を生成し、
　前記端末個別のシグナリングが通知されない場合、および前記端末個別のシグナリング
にセルＩＤを示す値が含まれない場合には、セルに割り当てられた1つのベース系列グル
ープを用いて前記ベース系列を生成する、
　集積回路。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、基準信号の伝送を行う無線通信端末、通信方法及び集積回路に関する。
【背景技術】
【０００２】
　３ＧＰＰ（3rd Generation Partnership Project Radio Access Network）にて策定さ
れたＬＴＥ（Long Term Evolution）Ｒｅｌ．８（Release 8）では、上り回線の通信方式
としてＰＡＰＲ（peak-to-average power ratio）が小さく、端末装置（ＵＥとも記す）
の電力利用効率が高いＳＣ－ＦＤＭＡ（single-carrier frequency-division multiple-a
ccess）が採用されている（非特許文献１、２、３を参照）。
【０００３】
　ＬＴＥの上り回線では、ＰＵＳＣＨ（Physical Uplink Shared Channel：物理上り共用
チャネル）のデータ信号およびＰＵＣＣＨ（Physical Uplink Control Channel：物理上
り制御チャネル）の制御信号のいずれも、送信はサブフレーム単位で行われる（非特許文
献１を参照）。
【０００４】
　各サブフレームは２つの時間スロットからなり、それぞれの時間スロットには複数のＳ
Ｃ－ＦＤＭＡシンボルと、基準信号の１つであるＤＭＲＳ（demodulation reference sig
nal（復調用基準信号、ＤＲＳとも略される））が時間多重される。通常サイクリックプ
レフィクス（Normal cyclic prefix）が適用されたＰＵＳＣＨのサブフレーム構成の例を
図１に示す。
【０００５】
　基地局では、ＰＵＳＣＨのデータ信号を受信するとＤＭＲＳを用いてチャネル推定を行
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う。その後チャネル推定結果を用いて、ＳＣ－ＦＤＭＡシンボルの復調および復号を行う
。なお、ＬＴＥ－Ａ（LTE-Advanced）Ｒｅｌ．１０（Release 10）ではＳＣ－ＦＤＭＡの
拡張版であるＤＦＴＳ－ＯＦＤＭ（discrete-Fourier-transform spread orthogonal fre
quency division multiplexing）も可能となった。これは図１のように得られたＰＵＳＣ
Ｈのデータ信号を２つのスペクトルに分割し、異なる周波数にマッピングすることでスケ
ジューリングの自由度を拡大する方法であり、ＰＵＳＣＨの構成自体はＳＣ－ＦＤＭＡと
変わらない。
【０００６】
　一方、ＰＵＣＣＨの制御信号には複数のフォーマットがあり、それぞれＰＵＳＣＨとは
異なるサブフレーム構成を有する（非特許文献１を参照）。いずれのフォーマットもサブ
フレームは２つのスロットからなり、各スロットは複数のＳＣ－ＦＤＭＡシンボルと複数
のＤＭＲＳから構成されている。ＰＵＣＣＨの制御信号は、ＰＵＳＣＨのデータ信号と同
様に、ＤＭＲＳを用いたチャネル推定結果をもとに復調が行われる。
【０００７】
　ＰＵＳＣＨ、ＰＵＣＣＨで送信された情報を正しく復号するためには、ＤＭＲＳによる
高精度なチャネル推定が不可欠である。ＬＴＥ－ＡのＲｅｌ．１０では、同一セルに接続
する異なるＵＥのＤＭＲＳに異なる巡回シフト（ＣＳ：Cyclic shift、位相回転と同等）
または直交符号（ＯＣＣ：Orthogonal cover Code（直交カバー符号とも言う））を割り
当てて送信させることで、これらのＤＭＲＳを直交多重および直交分離することができる
。
【０００８】
　一方、異なるセルに接続する異なるＵＥが送信したＤＭＲＳは分離することができない
。したがってセル間の干渉を抑えて高精度なチャネル推定を行うためには、異なるセルで
は相関の小さい異なる信号系列を用いることが必要である。
【０００９】
　そこで、ＬＴＥ－ＡのＲｅｌ．８－１０では、互いに相関が小さい３０組の相異なるベ
ース系列グループを規定し、これらをセルごとに割り当てている。また、干渉の大小が不
均一に生じるのを避けるため、時間スロットごとに使用する系列グループを変えていく系
列グループホッピングが導入されている。
【００１０】
　なお、ベース系列グループとは、複数の系列長の複数の基本系列（base sequence）で
構成されるグループを示す。また、系列グループとは、１つのベース系列グループ中の全
基本系列について、各基本系列を巡回シフトさせて得られる複数の信号系列を集合させた
グループを示す。よって、セルにベース系列グループを割り当てるということは、それに
対応する系列グループをセルに割り当てるということと同意である。
【００１１】
　図２には、各セルに割り当てられる系列グループの特徴を説明する図を示す。
【００１２】
　例えば、セル固有の識別ＩＤ（セルＩＤ番号）がＮｃｅｌｌ ＩＤのセルにおいては、
第ｎｓスロットで、次式で与えられる番号の系列グループが割り当てられる。
【００１３】
【数１】

　ここで、ｆｇｈ（ｎｓ）は、Ｎｃｅｌｌ ＩＤ／３０の小数点以下を切り捨てた整数値
を初期値とするＰＮ（pseudo-random）系列より定まる系列グループで表わされるホッピ
ングパターンである。Ｎｃｅｌｌ ＩＤは、０～５０３の整数で与えられる。
【００１４】
　オフセットｆｓｓは次式で定まる整数であり、セルごとに与えられる。
【００１５】
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【数２】

　ただし、Δｓｓは、セル固有のパラメータとしてＵＥに通知される、０～２９いずれか
の整数である。なお、系列グループホッピングはセル単位またはＵＥ単位でＯＦＦにする
（すなわち、ｆｇｈ（ｎｓ）＝０とする）ことも可能である。
【００１６】
　以上のことから、次のことが分かる。
【００１７】
　１．システムを構成する多数のセルは、５０４個の異なるＮｃｅｌｌ ＩＤに応じて、
３０個の系列グループを異なるセルで繰り返し使用している。
【００１８】
　２．Ｎｃｅｌｌ ＩＤが連続する３０個のセル間では系列ホッピングパターン（ｆｇｈ

（ｎｓ））が同一であり、Ｎｃｅｌｌ ＩＤが３０以上離れたセル間では系列グループの
ホッピングパターンが異なる。ホッピングパターン（ｆｇｈ（ｎｓ））が同一のセル群は
セルクラスタを構成する。
【００１９】
　３．１つのセルクラスタ内では、原則としてセルごとにオフセットｆｓｓが異なる。つ
まり、共通の系列グループホッピングパターンに対し、セル固有の系列オフセットｆｓｓ

を与えて用いることに等しい。
【００２０】
　図３に系列グループホッピングの一例を示す。図３には、Ｎｃｅｌｌ ＩＤ＝０～２９
のセルクラスタで用いられる系列グループのホッピングパターンを示している。また、簡
単にするためすべてのセルでΔｓｓ＝０としている。
【００２１】
　図３に示されるように、１つのセルクラスタ内では、ホッピングパターンが共通である
が、Ｎｃｅｌｌ ＩＤの値に応じて異なる系列オフセットが与えられている。したがって
セルクラスタ内では、異なるセル間で常に異なる系列グループが用いられる。また、異な
るセルクラスタ同士では、ホッピングパターンそのものが異なる。したがって、異なるセ
ルクラスタのセル同士では、系列グループが重複して干渉が大きくなることがあっても、
それが複数スロットにわたって連続することはない。
【００２２】
　なお、このようにセルごとに割り当てられたベース系列グループは、ＤＭＲＳの他、基
準信号の１つである上りリンクのＳＲＳ（sounding reference signal：サウンディング
基準信号）、ならびに、ＰＵＣＣＨの変調などにも用いられる。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【００２３】
【非特許文献１】3GPP TS 36.211 V10.4.0, “Physical Channels and Modulation (Rele
ase 10),” Dec. 2011
【非特許文献２】3GPP TS 36.212 V10.4.0, “Multiplexing and channel coding (Relea
se 10),” Dec. 2011
【非特許文献３】3GPP TS 36.213 V10.4.0, “Physical layer procedures (Release 10)
,” Dec. 2011
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００２４】
　ＬＴＥ－ＡのＲｅｌ．１１（Release 11）では、ＣｏＭＰ受信（coordinated multipoi
nt reception）が検討されている。ＣｏＭＰ受信とは、複数の基地局（または受信ポイン
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ト（ＲＰ：Reception Point）と呼ぶ）でＵＥからのＰＵＳＣＨのデータ信号およびＰＵ
ＣＣＨの制御信号を受信し、これらを合成することでスループットを向上させる方式であ
る。ＣｏＭＰ受信は、特にマクロセル内にカバレッジのより小さなピコセルまたはＲＲＨ
（remote radio head）が配置されるヘテロジーニアスネットワーク（ＨｅｔＮｅｔ）環
境で有効である。これは、ＨｅｔＮｅｔの課題であったマクロセルとピコセルとの間で生
じる大きな干渉を、ＣｏＭＰ受信を行う場合には希望信号として合成できるためである。
【００２５】
　ＨｅｔＮｅｔにおける上りリンクＣｏＭＰとしては、マクロセルとピコセルに異なるＮ

ｃｅｌｌ ＩＤを与える運用（ＣｏＭＰシナリオ３）と、同一のＮｃｅｌｌ ＩＤを与える
運用（ＣｏＭＰシナリオ４）が考えられている。
【００２６】
　ＣｏＭＰシナリオ３の場合には、図４に示すように、ＵＥは接続するマクロセルおよび
ピコセルに応じて異なる系列グループを用いる。このとき同時にＣｏＭＰ受信される複数
のＵＥの接続セルが異なり、両者のＤＭＲＳに異なる系列グループが用いられてしまうと
、ＤＭＲＳを直交分離することができず、チャネル推定精度が干渉により劣化してしまう
。
【００２７】
　一方ＣｏＭＰシナリオ４の場合には、図５に示すように、マクロエリア内の全てのＵＥ
は同一の系列グループを用いる。したがって、ＣｏＭＰシナリオ３とは異なり、異なるＵ
Ｅが１つの基本系列を異なるシフト量で巡回シフトさせた信号系列を使用することで、異
なるＵＥのＤＭＲＳを直交分離することができる。しかしながら、使用できる系列グルー
プ数がマクロエリアで１組しか存在しないため、ＵＥ数が多くなると使用できる信号系列
が不足する恐れがある。
【００２８】
　上記のような課題に対応するため、ＵＥに別のベース系列を割り当て可能とすることが
検討されている。図６は、ＨｅｔＮｅｔ環境下で一部のＵＥがセルに割り当てられたベー
ス系列グループでないベース系列を用いる場合の一例を説明する図である。図６では、セ
ルに割り当てられたベース系列グループを用いるＵＥは表示せず、そうでないベース系列
を用いるＵＥのみを表示している。しかしながら、まだ、このようなベース系列の良好な
割り当て方法は見出されていない。
【００２９】
　本発明の目的は、基準信号の干渉に起因する処理精度の劣化（ＤＭＲＳであればチャネ
ル推定精度の劣化、ＳＲＳであればチャネル品質の推定精度の劣化）を増大させずに、１
つのセルにおいてＵＥが使用できる信号系列の数を多く確保することのできる無線通信端
末、通信方法及び集積回路を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００３０】
　本発明の一態様に係る無線通信端末は、復調用基準信号（DMRS）の生成に用いるベース
系列を生成する制御部と、前記ベース系列から生成されたDMRSを生成するDMRS生成部と、
前記DMRSをPUSCHで送信する送信部と、を有し、前記制御部は、基地局から端末個別のシ
グナリングによる指示にセルＩＤを示す値が含まれる場合には、前記指示に基づく1つの
ベース系列グループを用いて前記ベース系列を生成し、前記端末個別のシグナリングが通
知されない場合、および前記端末個別のシグナリングにセルＩＤを示す値が含まれない場
合には、セルに割り当てられた1つのベース系列グループを用いて前記ベース系列を生成
する。
【００３１】
　本発明の一態様に係る通信方法は、復調用基準信号（DMRS）の生成に用いるベース系列
を生成する制御工程と、前記ベース系列から生成されたDMRSを生成するDMRS生成工程と、
前記DMRSをPUSCHで送信する送信工程と、を有し、前記制御工程は、基地局から端末個別
のシグナリングによる指示にセルＩＤを示す値が含まれる場合には、前記指示に基づく1
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つのベース系列グループを用いて前記ベース系列を生成し、前記端末個別のシグナリング
が通知されない場合、および前記端末個別のシグナリングにセルＩＤを示す値が含まれな
い場合には、セルに割り当てられた1つのベース系列グループを用いて前記ベース系列を
生成する。
【００３２】
　本発明の一態様に係る集積回路は、復調用基準信号（DMRS）の生成に用いるベース系列
を生成する制御処理と、前記ベース系列から生成されたDMRSを生成するDMRS生成処理と、
前記DMRSをPUSCHで送信する送信処理と、を制御し、前記制御処理は、基地局から端末個
別のシグナリングによる指示にセルＩＤを示す値が含まれる場合には、前記指示に基づく
1つのベース系列グループを用いて前記ベース系列を生成し、前記端末個別のシグナリン
グが通知されない場合、および前記端末個別のシグナリングにセルＩＤを示す値が含まれ
ない場合には、セルに割り当てられた1つのベース系列グループを用いて前記ベース系列
を生成する。
【発明の効果】
【００３３】
　本発明によれば、基準信号の干渉に起因するチャネル推定精度またはチャネル品質の推
定精度の結果を増大させず、１つのセルにおいてＵＥが使用できる信号系列の数を多く確
保することができる。
【図面の簡単な説明】
【００３４】
【図１】通常サイクリックプレフィクスが適用されたＰＵＳＣＨのサブフレーム構成を示
す図
【図２】各セルへ割り当てられる系列グループの特徴を説明する図
【図３】系列グループホッピングの一例を説明する図
【図４】ＣｏＭＰシナリオ３の運用例を示す説明図
【図５】ＣｏＭＰシナリオ４の運用例を示す説明図
【図６】ＨｅｔＮｅｔ環境下で一部のＵＥがセルに割り当てられたベース系列グループで
ないベース系列を用いる場合の一例を説明する図
【図７】本発明の実施の形態のＲＰの主要部を示す機能ブロック図
【図８】本発明の実施の形態のＲＰの詳細を示すブロック図
【図９】本発明の実施の形態の端末装置の主要部を示す機能ブロック図
【図１０】本発明の実施の形態の端末装置の詳細を示すブロック図
【図１１】実施の形態１における端末個別のシグナリングで割り当てられる系列グループ
がセルに割り当てられる系列グループと干渉する様子を示す図
【図１２】実施の形態２において端末個別のシグナリングで割り当てられる系列グループ
の第１例とセルに割り当てられる系列グループとの関係を説明する図
【図１３】実施の形態２における端末個別のシグナリングで割り当てられる系列グループ
の第２例を説明する図
【図１４】実施の形態２における端末個別のシグナリングで割り当てられる系列グループ
の第３例を説明する図
【図１５】実施の形態３における端末個別のシグナリングで割り当てられる系列グループ
を示す図
【図１６】実施の形態６における端末個別のシグナリングで割り当てられる系列グループ
を示す図
【図１７】実施の形態７における端末個別のシグナリングで割り当てられる系列グループ
を示す図
【発明を実施するための形態】
【００３５】
　以下、本発明の各実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。
【００３６】
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　（実施の形態１）
 ［通信システムの概要］
　本実施の形態の通信システムは、多数の地点に分散配置される複数のＲＰ１０と、各地
を自由に移動する複数の端末装置２０とを含んで構成される。複数のＲＰ１０は、各マク
ロセルがＵＥの移動範囲のほぼ全域を覆うように、多数の地点に配置される。各マクロセ
ルには、５０４通りのセルＩＤ（Ｎｃｅｌｌ ＩＤ＝０～５０３）が付与され、３０個ず
つ連なったマクロセルがグループ化されて複数のセルクラスタを構成する。なお本実施の
形態は、マクロセルだけでなく配置されたＲＰ１０それぞれに対して異なるセルＩＤを付
与するＣｏＭＰシナリオ３の場合でも、全く同様にして適用できる。
【００３７】
　また、本実施の形態の通信システムは、１つの端末装置２０の周辺にのみ注目すれば、
マクロセル内の１つまたは複数のＲＰ１０と、端末装置２０とから構成される。ここで、
ＲＰ１０が複数ある場合には、複数のＲＰ１０は光ファイバなど低遅延大容量のインター
フェースで接続される。ＲＰ１０はマクロセルの範囲をカバーするマクロ基地局であって
も、ピコセルの範囲をカバーするピコ基地局であってもよい。また、ＲＰ１０は、ネット
ワークに接続され上り回線の受信に用いられる受信機であってもよい。端末装置２０とＰ
ＵＳＣＨの送受信を行うＲＰ１０とは、事前のハンドオーバ処理および事前の制御処理に
よって互いに決定される。
【００３８】
［ＲＰ１０（基地局）の構成］
　図７は、本発明の実施の形態のＲＰ１０の主要部を示す機能ブロック図である。
【００３９】
　本実施の形態のＲＰ１０は、図７に示すように、アンテナ１０１と、アンテナ１０１を
介して無線信号を受信する無線受信部１０４と、受信信号からＤＭＲＳを抽出する基準信
号抽出部１２と、抽出されたＤＭＲＳを用いてデータ信号から受信データを取り出す受信
信号処理部１３とを備えている。さらに、ＲＰ１０は、送信データを無線送信用の信号に
変換してアンテナ１０１経由で無線送信する送信処理部１１を備えている。
【００４０】
　基準信号抽出部１２は、端末装置２０がセルに割り当てられている系列グループのＤＭ
ＲＳを送信している場合には、この信号系列のＤＭＲＳを無線信号から抽出する。また、
基準信号抽出部１２は、端末装置２０がセルに割り当てられたものとは別の系列グループ
のＤＭＲＳを送信している場合には、この別の系列グループに従ったＤＭＲＳを無線信号
から抽出する。この別の系列グループの割り当て方法については、後に詳述する。
【００４１】
　受信信号処理部１３は、抽出されたＤＭＲＳからチャネル推定を行い、このチャネル推
定結果を使用して端末装置２０から受信される信号から受信データを取り出す。
【００４２】
　図８は、本発明の実施の形態のＲＰ１０の詳細を示すブロック図である。
【００４３】
　ＲＰ１０は、具体的には、図８に示すように、アンテナ１０１と、無線送信部１０２と
、スケジューリング情報生成部１０３と、無線受信部１０４と、ＣＰ除去部１０５と、Ｆ
ＦＴ部１０６と、デマッピング部１０７と、分離部１０８と、等化部１０９、ＲＰ間ＩＦ
（ＰＲ間インターフェース）１１０と、チャネル推定部１１１と、制御部１１２と、ＩＤ
ＦＴ部１１３と、復調部１１４と、デスクランブル部１１５と、復号部１１６と、判定部
１１７と、再送制御部１１８とを備える。ＲＰ１０は、端末から送信されたＰＵＳＣＨの
データ信号およびＰＵＣＣＨの制御信号を受信する。
【００４４】
　これらのうち、ＣＰ除去部１０５、ＦＦＴ部１０６、デマッピング部１０７および分離
部１０８が、図７の基準信号抽出部１２として機能する。また、ＣＰ除去部１０５、ＦＦ
Ｔ部１０６、デマッピング部１０７および分離部１０８、等化部１０９、ＲＰ間ＩＦ１１
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０、チャネル推定部１１１、制御部１１２、ＩＤＦＴ部１１３、復調部１１４、デスクラ
ンブル部１１５、復号部１１６、判定部１１７および再送制御部１１８が、図７の受信信
号処理部１３として機能する。また、スケジューリング情報生成部１０３および無線送信
部１０２が、図７の送信処理部１１として機能する。
【００４５】
　続いて、各部の詳細について説明する。
【００４６】
　制御部１１２は、ＤＭＲＳに用いられたベース系列の情報と、データのスクランブリン
グに用いられたスクランブル系列の情報とを、それぞれチャネル推定部１１１とデスクラ
ンブル部１１５とに送る。具体的には、制御部１１２は以下の処理を行う。
【００４７】
　制御部１１２は、端末装置２０が送信したＰＵＳＣＨのデータ信号に多重されたＤＭＲ
Ｓに用いられたベース系列を生成し、チャネル推定部１１１に送る。
【００４８】
　端末装置２０で用いられるベース系列が、セルに割り当てられたものであるか、端末個
別のシグナリングで割り当てられたものであるかについては、あらかじめネットワークで
決定され、端末装置２０に通知されている。ネットワークとは、全ＲＰ１０と通信システ
ムを制御する複数の制御装置とが有線接続されるネットワーク全体を示す。この通知は当
該ＲＰ１０が行っても良いし、ネットワークに接続する他のＲＰ１０が行っても良い。ま
た、この通知は端末個別のＲＲＣ（Radio Resource Control）制御情報として通知しても
良いし、ＭＡＣ（Media Access Control）ヘッダに含めて通知しても良い。あるいは、こ
の通知は下り回線で送信される制御信号（ＰＤＣＣＨ）で通知しても良い。なお、端末装
置２０には、個別にベース系列を割り当てる場合にのみ通知が行われ、通知が行われない
場合には、セルに割り当てられたベース系列が用いられるようにしてもよい。
【００４９】
　端末個別のシグナリングにより割り当てられるベース系列が、当該ＲＰ１０が決定およ
び通知した系列であった場合、当該ＲＰ１０は、この情報をＲＰ間ＩＦ１１０経由で他の
ＲＰ１０に通知する。一方、他のＲＰ１０が決定および通知した系列であった場合、当該
ＲＰ１０は、この情報をＲＰ間ＩＦ１１０経由で他のＲＰ１０から受信する。よって、制
御部１１２は、端末装置２０で用いられるベース系列を知ることができる。
【００５０】
　また、制御部１１２は、データのスクランブリングに用いられたスクランブル系列を生
成し、デスクランブル部に送る。用いるスクランブル系列が、セルに割り当てられたもの
であるか、端末個別のシグナリングで割り当てられたものであるかについては、あらかじ
めネットワークで決定され、端末装置２０に通知されている。この決定および通知は当該
ＲＰ１０が行っても良いし、ネットワークに接続する他のＲＰ１０が行っても良い。また
、この通知は端末個別のＲＲＣ（Radio Resource Control）制御情報として通知しても良
いし、ＭＡＣヘッダに含めても良い。あるいは下り回線で送信される制御信号（ＰＤＣＣ
Ｈ）で通知しても良い。なお、特に通知がない場合には、端末装置２０はセルに割り当て
られたスクランブル系列を用いる。
【００５１】
　端末個別にシグナリングされるスクランブル系列が、当該ＲＰ１０が端末装置２０に決
定および通知した系列であった場合、当該ＲＰ１０は、その情報をＲＰ間ＩＦ１１０経由
で他のＲＰ１０に通知する。一方、他のＲＰ１０が端末装置２０に決定および通知したス
クランブル系列であった場合、当該ＲＰ１０は、その情報をＲＰ間ＩＦ１１０経由で他の
ＲＰ１０から受信する。よって、制御部１１２は、データのスクランブリングに用いられ
たスクランブル系列を知ることができる。
【００５２】
　スケジューリング情報生成部１０３は、無線送信部１０２およびアンテナ１０１を介し
て、端末装置２０にＰＵＳＣＨの帯域幅および周波数ポジションを制御信号（ＰＤＣＣＨ
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）に含めて指示する。帯域幅および周波数ポジションの決定のことを周波数マッピングと
呼ぶ。周波数マッピングの指示は当該ＲＰ１０が行っても良いし、ネットワークに接続す
る他のＲＰ１０が行っても良い。
【００５３】
　スケジューリング情報生成部１０３は、周波数マッピングの情報が、当該ＲＰ１０が端
末装置２０に決定および通知した情報であった場合、その情報をＲＰ間ＩＦ１１０経由で
他のＲＰ１０に通知する。一方、他のＲＰ１０が端末装置２０に決定および通知した情報
であった場合、スケジューリング情報生成部１０３は、その情報をＲＰ間ＩＦ１１０経由
で他のＲＰ１０から受信する。
【００５４】
　スケジューリング情報生成部１０３は、上記の周波数マッピングの情報をデマッピング
部１０７に送る。
【００５５】
　無線受信部１０４は、端末から送信されたＰＵＳＣＨのデータ信号をアンテナ経由で受
信し、ダウンコンバートおよびＡ／Ｄ変換等の受信処理を行う。
【００５６】
　ＣＰ除去部１０５は、ＰＵＳＣＨのＤＭＲＳおよびデータ信号に付加されているＣＰ（
Cyclic Prefix）を除去し、除去後の信号をＦＦＴ部１０６へと送る。
【００５７】
　ＦＦＴ部１０６は、ＰＵＳＣＨのＤＭＲＳおよびデータ信号に対してＦＦＴ（Fast Fou
rier Transform）を適用し、周波数領域の信号へと変換したのち、変換後の信号をデマッ
ピング部１０７へ送る。
【００５８】
　デマッピング部１０７は、入力された周波数領域ＰＵＳＣＨをスケジューリング情報に
従ってデマッピングする。
【００５９】
　分離部１０８は、デマッピング部１０７から入力されたＰＵＳＣＨの信号から時間多重
されているＤＭＲＳとデータ信号とを分離し、これらをチャネル推定部１１１と等化部１
０９とにそれぞれ送る。
【００６０】
　チャネル推定部１１１は、制御部１１２から入力されたベース系列情報と分離部１０８
から入力された受信ＤＭＲＳを用いて、チャネル推定を行う。そして、チャネル推定部１
１１は、チャネル推定結果を等化部１０９へ送る。
【００６１】
　等化部１０９は、以下の処理を行う。
【００６２】
　すなわち、等化部１０９は、チャネル推定部１１１から入力されたチャネル推定結果を
用いて、分離部１０８から入力されたデータ信号を等化する。これは受信に参加するＲＰ
１０それぞれが単独で行っても良いし、複数のＲＰ１０で得られたチャネル推定結果とデ
ータ信号とをＲＰ間ＩＦ１１０経由で送受信し、受信に参加するＲＰ１０のうち単一ＲＰ
１０が行っても良い。
【００６３】
　受信に参加するＲＰ１０各々が単独で等化を行う場合、等化部１０９は、分離部１０８
の出力をＲＰ間ＩＦ１１０経由で送受信し、受信に参加するＲＰ１０のいずれかのＲＰ１
０に結果を集約する。一方、複数のＲＰ１０で得られたチャネル推定結果とデータ信号と
をＲＰ間ＩＦ１１０経由で送受信し、受信に参加するＲＰ１０のうち単一ＲＰ１０が等化
を行う場合、等化部１０９は、集約された複数のチャネル推定結果と複数の受信データ信
号とを用いて等化を行う。
【００６４】
　上記いずれの場合でも、受信に参加するＲＰ１０のうち単一のＲＰ１０の等化部１０９
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は等化出力を得る。等化部１０９は、等化出力された信号をＩＤＦＴ部１１３へ出力する
。
【００６５】
　ＩＤＦＴ部１１３は、等化された周波数領域データ信号を時間領域のデータシンボル系
列へと変換し、このデータシンボル系列を復調部１１４へ送る。
【００６６】
　復調部１１４は、入力信号に対してデータ復調を行い、ビット系列を得てデスクランブ
ル部１１５へ出力する。
【００６７】
　デスクランブル部１１５は、制御部１１２から入力されたスクランブル系列の情報をも
とに、復調部１１４からの入力ビット系列に対してデスクランブルを行う。そして、デス
クランブル後のビット系列を復号部１１６へ出力する。
【００６８】
　復号部１１６は、入力ビット系列に対して誤り訂正復号を行い、復号後のビット系列を
判定部１１７へ出力する。
【００６９】
　判定部１１７は、入力されたビット系列に対し、誤り検出を行う。誤り検出は、ビット
系列に付加されたＣＲＣビットを用いて行われる。ＣＲＣビットの判定結果が誤りなしな
らば、判定部１１７は、受信データを取り出して、再送制御部１１８にＡＣＫ（Acknowle
dgement）を通知する。一方、ＣＲＣビットの判定結果が誤りありならば、判定部１１７
は再送制御部１１８にＮＡＣＫ（Negative Acknowledgement）を通知する。
【００７０】
　再送制御部１１８は、誤りが検出されたビット系列のデータ信号について再送制御を行
う。
【００７１】
［端末装置２０の構成］
　図９は、本発明の実施の形態の端末装置２０の主要部を示す機能ブロック図である。
【００７２】
　本実施の形態の端末装置２０は、図９に示すように、アンテナ２０１と、ＤＭＲＳの生
成に使用する系列グループを決定する系列決定部２２と、決定された系列グループを使用
してＤＭＲＳを生成するＤＭＲＳ生成部２０３と、送信データと生成されたＤＭＲＳとか
ら無線送信用の信号を生成して無線送信を行う送信処理部２３とを備えている。さらに、
端末装置２０は、ＲＰ１０から送られてくる無線信号を受信して受信データを取り出す受
信処理部２４を備えている。
【００７３】
　系列決定部２２は、セルに割り当てられた系列グループの使用を指示されているときに
は、この系列グループを、ＤＭＲＳを生成する系列グループとして決定する。一方、系列
決定部２２は、セルに割り当てられたものとは別の系列グループの使用を指示されている
ときには、この別の系列グループを、ＤＭＲＳを生成する系列グループとして決定する。
この別の系列グループの決定方法、および、何れを使用するかの指示については、後に詳
述する。
【００７４】
　ＤＭＲＳ生成部２０３は、系列決定部２２で決定された系列グループのＤＭＲＳを生成
して送信処理部２３へ送る。
【００７５】
　送信処理部２３は、送信データと生成されたＤＭＲＳとをリソースブロックにマッピン
グして送信信号を生成し、この送信信号をアンテナ２０１を介して無線送信する。
【００７６】
　図１０は、本発明の実施の形態の端末装置２０の詳細を示すブロック図である。
【００７７】
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　端末装置２０は、具体的には、図１０に示すように、アンテナ２０１と、制御部２０２
と、ＤＭＲＳ生成部２０３と、符号化部２０４と、スクランブル部２０５と、変調部２０
６と、多重部２０７と、ＤＦＴ部２０８と、マッピング部２０９と、ＩＦＦＴ部２１０と
、ＣＰ付加部２１１と、無線送信部２１２と、無線受信部２１３と、スケジューリング情
報抽出部２１４とを備えている。端末装置２０は、ＲＰ１０に対してＰＵＳＣＨのデータ
信号およびＰＵＣＣＨの制御信号を送信する。
【００７８】
　このうち、制御部２０２が、図９の系列決定部２２として機能する。また、制御部２０
２は、セルに割り当てられた系列グループからＤＭＲＳで使用する信号系列を決定する機
能部（標準系列決定部に相当）も備えている。また、符号化部２０４、スクランブル部２
０５、変調部２０６、多重部２０７、ＤＦＴ部２０８、マッピング部２０９、ＩＦＦＴ部
２１０、ＣＰ付加部２１１および無線送信部２１２が、図９の送信処理部２３として機能
する。また、無線受信部２１３およびスケジューリング情報抽出部２１４が、図９の受信
処理部２４として機能する。
【００７９】
　次に、各部の詳細について説明する。
【００８０】
　制御部２０２は、ＤＭＲＳに用いるベース系列の情報とデータのスクランブリングに用
いるスクランブル系列の情報とを、それぞれＤＭＲＳ生成部２０３と、スクランブル部２
０５に出力する。具体的には、制御部２０２は以下の処理を行う。
【００８１】
　制御部２０２は、ＰＵＳＣＨに多重するＤＭＲＳに用いるベース系列を、ＤＭＲＳ生成
部２０３へ出力する。用いるベース系列がセルに割り当てられたものであるか、端末個別
のシグナリングで割り当てられたものであるかについては、あらかじめネットワークから
端末装置２０に対して通知されている。なお、特に通知されない場合は、端末装置２０は
セルに割り当てられたベース系列を用いるようにしてもよい。
【００８２】
　制御部２０２は、データのスクランブリングに用いるスクランブル系列を生成し、スク
ランブル部２０５に出力する。用いるスクランブル系列がセルに割り当てられたものであ
るか、端末個別のシグナリングで割り当てられたものであるかについては、あらかじめネ
ットワークから端末装置２０に対して通知される。通知がない場合、制御部２０２はセル
に割り当てられたスクランブル系列を生成する。
【００８３】
　符号化部２０４は、上位構成から入力された送信データのビット系列に対してＣＲＣビ
ットを付加し、誤り訂正符号化を行い、符号語ビット系列をスクランブル部２０５へと出
力する。
【００８４】
　スクランブル部２０５は、符号語ビット系列に対して制御部２０２より入力されたスク
ランブル系列を用いてスクランブリングを行う。そして、スクランブル部２０５は、スク
ランブリング後の結果を変調部２０６へ送る。
【００８５】
　変調部２０６は、入力されたビット系列に対してデータ変調を行い、変調後のデータ信
号を多重部２０７へ送る。
【００８６】
　スケジューリング情報抽出部２１４は、先ず、アンテナ２０１および無線受信部２１３
を介して下り回線の制御信号（ＰＤＣＣＨ）を受信して、ネットワークから指示されたＰ
ＵＳＣＨの帯域幅および周波数ポジションを得る。これら帯域幅および周波数ポジション
を周波数マッピング情報と呼ぶ。そして、スケジューリング情報抽出部２１４は、得られ
た周波数マッピング情報を、マッピング部２０９およびＤＭＲＳ生成部２０３へ送る。
【００８７】
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　ＤＭＲＳ生成部２０３は、制御部２０２より入力されたベース系列を用いて、スケジュ
ーリング情報抽出部２１４より入力されたＰＵＳＣＨの帯域幅に対応する系列長のＤＭＲ
Ｓを生成し、多重部２０７へと入力する。
【００８８】
　多重部２０７は、変調部２０６より入力されたデータ信号とＤＭＲＳ生成部より入力さ
れたＤＭＲＳを時間多重してサブフレームを構成し、このサブフレームの信号をＤＦＴ部
２０８へ送る。
【００８９】
　ＤＦＴ部２０８は、入力信号に対してＤＦＴ（Discrete Fourier Transform）を適用し
、周波数領域信号を得る。ＤＦＴ部２０８は、この周波数領域信号をマッピング部２０９
へ送る。
【００９０】
　マッピング部２０９は、入力された周波数領域信号を、スケジューリング情報抽出部２
１４より入力された周波数マッピング情報に従ってマッピングし、マッピング後の信号を
ＩＦＦＴ部２１０へ送る。
【００９１】
　ＩＦＦＴ部２１０では入力信号に対してＩＦＦＴ（Inverse Fast Fourier Transform）
を適用し、時間領域信号を得てＣＰ付加部２１１へ出力する。
【００９２】
　ＣＰ付加部２１１では入力されたデータ信号およびＤＭＲＳに対してＣＰ（Cyclic Pre
fix）を付加し、無線送信部２１２へ出力する。
【００９３】
　無線送信部２１２は、Ｄ／Ａ変換およびアップコンバート等の送信処理を行い、ＰＵＳ
ＣＨの信号をアンテナ２０１経由でＲＰ１０へと送信する。
【００９４】
［ＤＭＲＳ伝送関連動作］
　次に、ＤＭＲＳの伝送に関連する処理フローをステップ１～５で説明する。
【００９５】
　（ステップ１）ネットワークはＰＵＳＣＨの送受信よりも前に、ＤＭＲＳに用いるベー
ス系列がセルに割り当てられたものであるか、端末個別のシグナリングで割り当てられた
ものであるかを端末装置２０に通知する。この通知は、制御部２０２に伝えられる。
【００９６】
　（ステップ２）セルに割り当てられたベース系列グループを用いることが指示された場
合、制御部２０２は、式（１）で与えられるベース系列グループの採用を決定する。そし
て、ＤＭＲＳ生成部２０３は、制御部２０２からの指示を受けて、この系列グループのＤ
ＭＲＳを生成する。なお、ネットワークから特に指示が無い場合には、式（１）で与えら
れるベース系列グループを用いてＤＭＲＳを生成する。
【００９７】
　一方で端末個別のシグナリングによるベース系列を用いることが通知された場合、制御
部２０２は、次式（３）で与えられるベース系列グループの採用を決定する。そして、Ｄ
ＭＲＳ生成部２０３は、制御部２０２からの指示を受けて、この系列グループのＤＭＲＳ
を生成する。
【００９８】
【数３】

　ここで、ｆｓｓ~（ｎｓ）はｎｓ（０～１９）の値で変化する系列オフセット量であり
、次のような特徴を持つ。
【００９９】
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【数４】

　Ｘは、変数ｘが取り得る値の集合の要素総数、Ｐｒは括弧内の式を満たす確率を表わす
。ｎｓは、系列グループの割り当てが繰り返し行われる１巡回期間（ｎｓ＝０～１９）中
の各時間スロットを表わす。以下、数式中のチルダ記号付きの変数および関数は、アルフ
ァベット記号に続いて横に「~」を付して表わす。
【０１００】
　ここで、Ｆ（ｎｓ）は系列オフセットの時間変動成分（変動オフセットに相当）を表わ
す。端末個別のシグナリングにより割り当てられる系列番号ｕ~は、３０を法として、セ
ルに割り当てられる系列番号ｕに、変動オフセットの時間変動成分Ｆ（ｎｓ）を加算した
値となる（式（１）、（３）を参照）。従って、セルに割り当てられる系列番号ｕと、端
末個別のシグナリングにより割り当てられる系列番号ｕ~とが重複するセルは、Ｆ（ｎｓ

）の値によって決まる。
【０１０１】
　式（４）の連立方程式の１段目の式は、３０を法としてＦ（ｎｓ）がゼロとならないと
いう条件を示している。言い換えれば、この式は、端末個別のシグナリングにより割り当
てられる系列番号ｕ~が、端末装置２０が存在するセルに割り当てられている系列番号ｕ
と、常に重複しない、という条件を表わしている。
【０１０２】
　式（４）の連立方程式の２段目の式は、系列オフセットの時間変動成分Ｆ（ｎｓ）が、
１巡回期間（ｎｓ＝０～１９）中、Ｘ個の異なる値ｘ（＝ｘ１、ｘ２、ｘ３・・・）を取
るとして、Ｆ（ｎｓ）が各値となる確率が１／Ｘとなることを示している。言い換えれば
、この式は、Ｆ（ｎｓ）の値として各値（ｘ＝ｘ１、ｘ２、ｘ３・・・）が均等に現れる
という条件を表わしている。
【０１０３】
　なお、Ｆ（ｎｓ）の値ｘは、連続で同じ値とならなければ、同じ値が２回又は３回程度
現れるようにしてもよい。すなわち、１つのセルにおいて、セルに割り当てられる系列番
号ｕと、端末装置２０に割り当てられる系列番号ｕ~とが、１巡回期間中に２回または３
回程度、非連続に重複するようにしてもよい。この条件は、Ｐｒ［Ｆ（ｎｓ）＝ｘ］　≦
　３／Ｘと表わすことができる。
【０１０４】
　また、系列オフセットの時間変動成分Ｆ（ｎｓ）は、１巡回期間（ｎｓ＝０～１９）に
それぞれ異なる値をとると非常に好ましい。言い換えれば、同一セルクラスタの各セルに
割り当てられた系列番号ｕと、端末個別のシグナリングにより割り当てられた系列番号ｕ
~とが重複するセルが、全時間スロットｎｓで異なると非常に好ましい。この場合、ｘの
取り得る値の集合の要素個数は、Ｘ＝２０となる。
【０１０５】
　なお、系列番号ｕ，ｕ~が重複するセルは、１巡回期間（ｎｓ＝０～１９）中の５割以
上で異なる程度に分散していれば十分であり、この条件は、Ｘ　≧　０．５×２０と表わ
すことができる。
【０１０６】
　図１１には、式（３），（４）で与えられるベース系列グループとセルに割り当てられ
た系列グループとの干渉の様子を示す。
【０１０７】
　図１１では、Ｎｃｅｌｌ ＩＤ＝０～５なる６つのマクロセルが存在し、Ｎｃｅｌｌ Ｉ
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Ｄ＝０のマクロセル内で式（３），（４）で与えられるベース系列グループが用いられて
いる。なお、図１１の例では式（２）のΔｓｓの値はいずれのセルでも０としているが、
Dｓｓは任意の値に設定されていても構わない。これらのマクロセルは同一のセルクラス
タに属しており、系列グループホッピングのパターンは共通である。
【０１０８】
　図１１において、式（３），（４）で与えられるベース系列グループの使用地点Ｐｕか
ら延びる矢印は、このベース系列グループと、矢印が指し示すセルに割り当てられたベー
ス系列グループ（セル固有ベース系列グループと呼ぶ）とが重複することを表している。
例えば時間スロットｎｓ＝０において、式（３），（４）で与えられるベース系列グルー
プはＮｃｅｌｌ ＩＤ＝３のマクロセルのセル固有ベース系列グループと重複する。その
ため、このマクロセルで送受信されているＤＭＲＳとの干渉の影響が大きくなる。ところ
が時間スロットｎｓ＝１においては系列オフセットｆｓｓ~（ｎｓ）の値が変わり、式（
３），（４）で与えられるベース系列グループは、Ｎｃｅｌｌ ＩＤ＝１のマクロセルに
割り当てられたベース系列グループと重複する。このとき前回重複となったＮｃｅｌｌ 

ＩＤ＝３のマクロセルとは異なるベース系列グループとなるので、Ｎｃｅｌｌ ＩＤ＝３
のマクロセルで送受信されるＤＭＲＳとの干渉は低減される。同様に、時間スロットｎｓ

が２、３、・・・と変化するごとに、重複となるセルが、Ｎｃｅｌｌ ＩＤ＝４のマクロ
セル、Ｎｃｅｌｌ ＩＤ＝２のマクロセル、・・・と変化していく。
【０１０９】
　（ステップ３）端末装置２０は生成したＤＭＲＳと、別に生成したデータ信号とを時間
多重してサブフレームを構成し、ＲＰ１０から指示された周波数マッピング情報に従って
ＰＵＳＣＨの信号をマッピングする。その後、この信号をＲＰ１０に送信する。
【０１１０】
　（ステップ４）ＲＰ１０では、ＰＵＳＣＨの受信信号からＤＭＲＳとデータ信号とを分
離する。その後、ＲＰ１０では、ＤＭＲＳを用いてチャネル推定を行う。
【０１１１】
　（ステップ５）ＲＰ１０は、チャネル推定結果をもとにデータ信号の等化を行う。この
等化には、受信に参加した複数のＲＰ１０で独立に等化する方法と、受信に参加した複数
のＲＰ１０からの受信信号を集約し、一括して等化する方法がある。各ＲＰ１０が独立に
等化する場合、等化結果はいずれかのＲＰ１０に集約され、集約されたＲＰ１０が受信デ
ータの復調および復号処理を行う。一方で受信に参加した複数のＲＰ１０で一括して等化
する場合、チャネル推定結果と受信データ信号をいずれかのＲＰ１０に集約し、集約され
たＲＰ１０が等化および合成を行う。その後、このＲＰ１０が受信データの復調および復
号を行う。
【０１１２】
　以上のように、実施の形態１の通信システム、端末装置２０およびＲＰ１０によれば、
端末装置２０に、セルに割り当てられた系列グループと異なる系列グループを使用させる
ことができる。よって、１つのマクロセルで端末装置２０が使用できる系列グループを多
く確保することができる。
【０１１３】
　さらに、端末個別のシグナリングで割り当てられた系列グループは、端末装置２０が存
在するマクロセルに割り当てられている系列グループと常に異なる。従って、同一のマク
ロセルでセル固有系列グループを使用している他の端末装置２０と、ＤＭＲＳが干渉する
ことがない。
【０１１４】
　さらに、端末個別のシグナリングで割り当てられた系列グループは、別のマクロセルに
割り当てられた系列グループと重複することになるが、この重複は同一のマクロセルで連
続して生じることがない。さらに、重複するマクロセルは同一のセルクラスタ内で時間ス
ロットごとに分散するようになっている。よって、比較的に近傍のセルにおいて、ＤＭＲ
Ｓの干渉が連続して続くことがない。従って、各セルのＲＰ１０において、ＤＭＲＳの干
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渉によりチャネル推定の精度が大きく劣化することがない。
【０１１５】
　さらに、実施の形態１においては、セル固有に割り当てられる系列グループの式に、時
間的に変動するオフセット成分Ｆ（ｎｓ）を付加して、端末装置２０に個別のシグナリン
グで割り当てられる系列グループが決定される。よって、このＦ（ｎｓ）が規則的なもの
であれば、端末装置２０で使用する系列グループのホッピングパターンと、他のセルクラ
スタのホッピングパターンとが同一または類似となることがない。よって、比較的に遠方
の他のセルクラスタの各セルにおいて、系列グループが重複するセルが１つのセルに偏る
ことがない。すなわち、他のセルクラスタのセルにおいて、系列グループが連続的に重複
となるセルが生じたとしても、このような重複が長い期間に渡って生じることはない。従
って、他のセルクラスタの各ＲＰ１０においても、ＤＭＲＳの干渉によりチャネル推定の
精度が大きく劣化することがない。
【０１１６】
　また、実施の形態１においては、１つのマクロセルで端末装置２０が使用できる系列グ
ループを多く確保するのに、既存のベース系列グループを再利用することができ、新たな
ベース系列グループ、または、新たなホッピングパターンを定義する必要がない。また、
端末個別のシグナリングで割り当てられる系列グループは、セル固有に割り当てられる系
列グループの決定式に、１つのパラメータＦ（ｎｓ）を追加するだけで決定できる。よっ
て、これらの系列グループを決定するための回路規模が増大しない。
【０１１７】
　（実施の形態２）
　実施の形態２の通信システムでは、端末個別のシグナリングで行われるベース系列グル
ープの割当てパターンのみが実施の形態１と異なる。従って、異なる点のみ詳細に説明す
る。
【０１１８】
　実施の形態２において端末個別のシグナリングで割り当てられるベース系列グループは
、次式（５）の系列オフセットｆｓｓ~（ｎｓ）により特徴付けられる。端末個別のシグ
ナリングで割り当てられるベース系列グループの番号ｕ~は、式（３）により決定される
。
【０１１９】
【数５】

　ただし、λおよびｚはいずれも０でない整数である。
【０１２０】
　図１２には、λ＝１かつｚ＝１の場合のベース系列グループの割当てパターンを示す。
【０１２１】
　ここでは、図１１の場合と同様、Ｎｃｅｌｌ ＩＤ＝０のマクロセルで一部の端末装置
２０が式（５）により決定されるベース系列グループを用いるものとする。この場合、こ
の端末装置２０に割り当てられたベース系列グループは、時間スロットｎｓ＝０において
はＮｃｅｌｌ ＩＤ＝１のマクロセルに割り当てられたベース系列グループと重複する。
また、時間スロットｎｓ＝１においてはＮｃｅｌｌ ＩＤ＝２のマクロセルに割り当てら
れたベース系列グループと重複する。同様に時間スロットｎｓ＝２～１９にかけて、端末
装置２０に割り当てられたベース系列グループは、Ｎｃｅｌｌ ＩＤ＝３～２０のマクロ
セルに割り当てられたベース系列グループと１回ずつ順に重複する。一方、端末装置２０
に割り当てられたベース系列グループは、Ｎｃｅｌｌ ＩＤ＝０およびＮｃｅｌｌ ＩＤ＝
２１～２９のセルに割り当てられたベース系列グループとは、１回も重複しない。
【０１２２】
　式（５）に基づく端末装置２０へのベース系列グループの割り当てが、Ｎｃｅｌｌ Ｉ

Ｄ＝１のマクロセルで行われた場合について注目する。この場合、その系列グループは、
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グループと重複し、時間スロットｎｓ＝１においてはＮｃｅｌｌ ＩＤ＝３のセルに割り
当てられたベース系列グループと重複することになる。以下ｎｓ＝１９まで同様にして、
複数のセルで１回ずつ系列グループの重複が生じる。
【０１２３】
　ここで、Ｎｃｅｌｌ ＩＤ＝０のマクロセルとＮｃｅｌｌ ＩＤ＝１のマクロセルで端末
個別のシグナリングにより割り当てられた系列グループ同士を比較する。すると、これら
の系列グループ同士は、各時間スロットｎｓにおいて常に異なる系列グループとなる。こ
のように、同一のセルクラスタに属する異なるセルに接続する端末装置２０に個別に割り
当てられたベース系列グループ同士では、常に重複が生じないことが分かる。
【０１２４】
　図１３には、パラメータｚを変化させた場合のベース系列グループの割当てパターンを
示す。図１４には、パラメータλを変化させた場合のベース系列グループの割当てパター
ンを示す。図１３と図１４においては、矢印線に重なる各セルのベース系列グループと、
端末個別のシグナリングで割り当てられるベース系列グループとが、各時間スロットで重
複することを示している。
【０１２５】
　パラメータλおよびｚを変化させると、図１３および図１４に示すように、端末個別の
シグナリングによるベース系列グループの割当パターンが変化する。パラメータｚを変え
ると、図１３に示すように、ベース系列グループが重複となるセルおよび時間スロットｎ

ｓがパラメータｚに比例する数でずれるように変化する。パラメータλを変えると、図１
４に示すように、ベース系列グループの重複回数が２回のセルが生じる等の変化も生じえ
る。
【０１２６】
　以上のように、実施の形態２の通信システム、端末装置２０およびＲＰ１０によれば、
系列オフセットに簡易な一次関数の時間変動成分を付加するだけで、実施の形態１と同様
の効果を得ることができる。
【０１２７】
　さらに、実施の形態２においては、パラメータｚとパラメータλとを適宜選定すること
により、同一セルクラスタに属する複数のセルでそれぞれ端末個別のシグナリングで割り
当てられた系列グループ同士が、常に重複しないようにもできる。よって、これらの割り
当てが行われた複数セルにそれぞれ存在する複数の端末装置２０間でもＤＭＲＳの干渉が
生じない。また、セルごとにパラメータｚとパラメータλとを適宜選定することで、上記
の系列グループ同士が所定の割合でのみ重複するように設定することもできる。
【０１２８】
　なお、実施の形態２では、系列オフセットｆｓｓに、時間スロットｎｓの一次関数を加
算する構成を例にとって示したが、式（４）の条件を満たしていれば、系列オフセットｆ

ｓｓに時間スロットｎｓの二次関数等の多項式、或いは、様々な関数を加算する構成を適
用してもよい。
【０１２９】
　また、実施の形態２では、時間変動成分を含んだ系列オフセットｆｓｓ~（ｎｓ）を、
演算処理により求める構成を例にとって説明したが、このような系列オフセットｆｓｓ~
（ｎｓ）を、例えばデータテーブルとして記憶部に記憶しておき、制御部２０２が記憶部
から読み出して求める構成を採用してもよい。
【０１３０】
　系列オフセットｆｓｓ~（ｎｓ）を記憶したデータテーブルの一例を、以下に示す。
【０１３１】
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【表１】

【０１３２】
　このように時間変動成分を含んだ系列オフセットｆｓｓ~（ｎｓ）を記憶する構成を採
用することで、単純な関数では表わせない時間変動成分を含んだ系列オフセットでも容易
に表わすことができる。また、系列オフセットを演算により求める必要がなくなるので、
必要な演算回路を削減できる。
【０１３３】
　（実施の形態３）
　実施の形態３の通信システムでは、端末個別のシグナリングによるベース系列グループ
の割当てパターンを、ＤＭＲＳのＯＣＣ多重伝送方式に対応させたものであり、その他の
構成は実施の形態１と同様である。従って、異なる点のみ詳細に説明する。
【０１３４】
　ＰＵＳＣＨでは、サブフレーム内に存在する２つのＤＭＲＳに対して、直交符号（ＯＣ
Ｃ）として［＋１，＋１］または［＋１，－１］を乗じることで、異なる２つの端末装置
２０が同一系列のＤＭＲＳを符号多重して伝送することができる。ただし、この伝送方式
では、サブフレームの２つの時間スロットで、各端末装置２０が同一系列のＤＭＲＳを使
用する必要がある。
【０１３５】
　ちなみに、ＬＴＥ－ＡのＲｅｌ．１０では、ベース系列グループのホッピングを端末固
有のＲＲＣ制御信号により停止する機構が設けられ、ポッピングを停止することでＯＣＣ
多重を用いたＤＭＲＳ伝送を採用できる。
【０１３６】
　図１５には、実施の形態３における端末個別のシグナリングで割り当てられる系列グル
ープの説明図を示す。
【０１３７】
　実施の形態３における端末個別のシグナリングで割り当てられる系列グループは、図１
５に示すように、奇数の時間スロット（ｎｓｍｏｄ ２＝１）と偶数の時間スロット（ｎ

ｓｍｏｄ ２＝０）とで、異なる式の系列オフセットを加算してベース系列グループが割
り当てられる構成が採用される。その結果、実施の形態３では、奇数の時間スロット（ｎ

ｓｍｏｄ ２＝１）と偶数の時間スロット（ｎｓｍｏｄ ２＝０）とで、同じ系列番号が割
り当てられるようにする。
【０１３８】
　このような割り当ては、具体的には、次のように実現することができる。すなわち、奇
数の時間スロットと、偶数の時間スロットとで、次式（６）の系列オフセットを加算して
系列番号を得る構成を採用できる。
【０１３９】
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【数６】

【０１４０】
　この具体例において、λ＝１およびｚ＝１とした場合のベース系列グループホッピング
パターンが、図１５に示されている。図１５に示すように、サブフレーム内の２つの時間
スロットでベース系列グループが同じになることが分かる。
【０１４１】
　実施の形態３の通信システムによれば、端末個別のシグナリングで割り当てたベース系
列グループを用いて、２つの端末装置２０でＯＣＣ多重を用いたＤＭＲＳの伝送を行うこ
とができる。
【０１４２】
　また、セルに割り当てられたベース系列グループはスロット単位で系列が変化する。そ
のため、端末個別のシグナリングで割り当てられた系列グループは、セルに割り当てられ
た系列グループと、同一のマクロセルで連続して重複することはない。したがって、実施
の形態３のベース系列グループの割り当て方法でも、端末個別のシグナリングで系列グル
ープが割り当てられた端末装置２０のＤＭＲＳが、セル固有系列グループが割り当てられ
た端末装置２０のＤＭＲＳに与える干渉を、実施の形態１および実施の形態２と同等に抑
えることができる。
【０１４３】
　なお、実施の形態３においても、時間変動成分を含んだ系列オフセットｆｓｓ~（ｎｓ

）を、データテーブルとして記憶部に記憶しておき、記憶部から読み出して求める構成を
採用することができる。
【０１４４】
　実施の形態３における系列オフセットｆｓｓ~（ｎｓ）を記憶したデータテーブルの一
例を、以下に示す。
【０１４５】

【表２】

【０１４６】
　このように時間変動成分を含んだ系列オフセットｆｓｓ~（ｎｓ）を記憶する構成を採
用することで、連続する２つの時間スロットで同一となる系列オフセットを容易に表わす
ことができる。さらに、単純な関数では表わせない時間変動成分を含む系列オフセットで
も容易に表わすことができる。また、系列オフセットを演算により求める必要がなくなる
ので、必要な演算回路を削減できる。
【０１４７】
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　なお、実施の形態３においては、次の制御パラメータに応じて、端末個別に割り当てら
れるベース系列グループのホッピングを時間スロットごとに変化するパターンとするか、
サブフレームごとに変化するパターンとするかを切り替えてもよい。
【０１４８】
　ＬＴＥ－ＡのＲｅｌ．１０においては、ＯＣＣによるＤＭＲＳ多重を行うことを目的と
した上位レイヤのシグナリングが既に規定されている。このシグナリングとしては、ＲＲ
Ｃ制御情報で端末個別に通知される“ｄｍｒｓ－ＷｉｔｈＯＣＣ－Ａｃｔｉｖａｔｅｄ”
、または、“ｇｒｏｕｐＨｏｐｐｉｎｇＤｉｓａｂｌｅｄ”の制御パラメータがある。
【０１４９】
　従って、実施の形態３においては、端末固有のシグナリングによりベース系列グループ
の割り当てを行う場合に、”ｄｍｒｓ－ＷｉｔｈＯＣＣ－Ａｃｔｉｖａｔｅｄ”または“
ｇｒｏｕｐＨｏｐｐｉｎｇＤｉｓａｂｌｅｄ”いずれかの制御パラメータを使用できる。
そして、”ｄｍｒｓ－ＷｉｔｈＯＣＣ－Ａｃｔｉｖａｔｅｄ”または“ｇｒｏｕｐＨｏｐ
ｐｉｎｇＤｉｓａｂｌｅｄ”いずれかの制御パラメータが“Ｔｒｕｅ”であるときには、
端末装置２０は、式（６）または表１などの系列オフセットを用いてサブフレームごとに
変化するホッピングパターンを採用して、ＯＣＣ多重したＤＭＲＳを生成する。一方、”
ｄｍｒｓ－ＷｉｔｈＯＣＣ－Ａｃｔｉｖａｔｅｄ”または“ｇｒｏｕｐＨｏｐｐｉｎｇＤ
ｉｓａｂｌｅｄ”いずれかの制御パラメータが“Ｆａｌｓｅ”であるときには、端末装置
２０は、実施の形態２に示した系列オフセットを用いて時間スロットごとに変化するホッ
ピングパターンを採用してＤＭＲＳを生成する。
【０１５０】
　このような構成により、新たなシグナリングを追加せずに、端末固有のシグナリングで
割り当てられるベース系列グループを使用する端末同士で、ＯＣＣ多重したＤＭＲＳの伝
送を行うことができる。
【０１５１】
　（実施の形態４）
　実施の形態４の通信システム、端末装置２０およびＲＰ１０は、端末個別のシグナリン
グで行われるベース系列グループの割当てパターンを、ネットワークが決定し、端末装置
２０へ通知する構成としたものであり、その他の構成は、実施の形態２と同様である。以
下、異なる点について詳細に説明する。
【０１５２】
［通信システムの概要］
　実施の形態４の通信システムは、実施の形態１と同様、マクロセル内の１つまたは複数
のＲＰ１０と、端末装置２０とを含んで構成される。実施の形態４の通信システムでは、
端末個別のシグナリングで割り当てられるベース系列グループを表わす式（５）または式
（６）のパラメータ「λ、ｚ」を、予めネットワークが決定する。
【０１５３】
［ＲＰ１０の構成］
　ＲＰ１０の制御部１１２は、パラメータ「λ、ｚ」を、チャネル推定部１１１へ出力す
る。パラメータ「λ、ｚ」はあらかじめネットワークで決定され、ＲＰ間ＩＦ１１０経由
でＲＰ１０に通知されている。パラメータ「λ、ｚ」の決定は、当該ＲＰ１０が行っても
よい。当該ＲＰ１０が決定した場合、その情報をＲＰ間ＩＦ１１０経由で他のＲＰ１０に
通知する。一方、他のＲＰ１０が決定した場合、当該ＲＰ１０は、その情報をＲＰ間ＩＦ
１１０経由で他のＲＰ１０から受信する。
【０１５４】
［端末装置２０の構成］
　端末装置２０の制御部２０２は、パラメータ「λ、ｚ」を、ＤＭＲＳ生成部２０３へと
入力する。パラメータ「λ、ｚ」は予めネットワークで決定され、端末装置２０に通知さ
れる。この通知は、端末個別のＲＲＣ制御情報として通知されても良いし、ＭＡＣヘッダ
に含めても良い。あるいは下り回線で送信される制御信号（ＰＤＣＣＨ）で通知されても
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良い。なお、特に通知されない場合は、パラメータ「λ、ｚ」は共に「０」とする（セル
に割り当てられたベース系列グループを用いることに相当）。
【０１５５】
［ＤＭＲＳ伝送関連動作］
　実施の形態４の通信システムでは、ネットワークから端末装置２０に対して新しいパラ
メータ「λ、ｚ」が通知された場合、端末装置２０の制御部２０２は式（５）（または式
（６））のパラメータ「λ、ｚ」を上書きする。また、ネットワークは端末装置２０に対
して新しいパラメータ「λ、ｚ」を通知した場合、受信に参加する各ＲＰ１０の制御部１
１２にパラメータ「λ、ｚ」を通知し、ＲＰ１０の制御部１１２は式（５）（または式（
６））のパラメータ「λ、ｚ」を上書きする。
【０１５６】
　ＲＰ１０及び端末装置２０により行われる、その他のＤＭＲＳの伝送に関連する処理フ
ローは、実施の形態１と同様である。
【０１５７】
　実施の形態４の通信システム、ＲＰ１０および端末装置２０によれば、ネットワークが
セルの配置に合わせてパラメータ「λ、ｚ」を適切に選ぶことによって、セルの配置に適
した系列グループの設定を行うことができる。具体的には、ネットワークは、干渉の影響
が大きくなる近傍の他セルに対して系列グループの重複が生じないように、端末装置２０
で端末個別のシグナリングで割り当てられる系列グループが決定されるように、制御する
ことができる。
【０１５８】
　なお、ネットワークまたはＲＰ１０は、パラメータ「λ、ｚ」として取りうる全ての値
および組み合わせを表わせるパラメータ情報を通知する構成とせず、パラメータ「λ、ｚ
」の一部の組み合わせのみを表わせるビット長の小さいパラメータ情報を通知する構成と
してもよい。この構成により、パラメータ「λ、ｚ」の通知に要する伝送ビット数を削減
できる。
【０１５９】
　また、既成の制御データの９ビット又はそれ以上の領域を、端末固有のシグナリングを
行う通知領域として定義して、この通知領域の情報により、端末装置２０がＤＭＲＳの生
成に使用するベース系列グループを決定する構成としてもよい。具体的には、上記の通知
領域にセルＩＤを示す値（例えば９ビットなら０～５０３）が示されている場合には、端
末装置２０は、式（１），（２）におけるＮｃｅｌｌ ＩＤを通知領域の情報に対応する
値で書き換えたベース系列グループを使用してＤＭＲＳを生成する。また、上記の通知領
域に、セルＩＤを示さない値が示されている場合には、式（３）（例えば式（５）（６）
）で与えられるベース系列グループを用いてＤＭＲＳを生成する。このように構成しても
よい。なお、このような構成でも、上記通知領域の情報が通知されない場合には、端末装
置２０は、セルに割り当てられたベース系列グループを用いてＤＭＲＳを生成するように
できる。
【０１６０】
　この構成により、通知情報の値に応じて、端末装置２０がＤＭＲＳの生成用に使用する
ベース系列グループを、選択することが可能となる。すなわち、使用するベース系列グル
ープを、接続セルに割り当てられているベース系列グループ、接続していない他セルに割
り当てられているベース系列グループ、および、端末個別に割り当てられるベース系列グ
ループの中から選択することができる。
【０１６１】
　さらに、上記の通知領域のセルＩＤ以外を示す値に、パラメータ「λ、ｚ」を対応づけ
ておき、セルＩＤ以外の値によってパラメータ「λ、ｚ」を端末装置２０に通知する構成
を採用してもよい。具体的には、通知領域のセルＩＤ以外を示す値（例えば９ビットなら
ば５０４～５１１）と、８種類のパラメータ「λ、ｚ」の組み合わせを対応づけておき、
この値が通知された場合に、端末装置２０の制御部２０２は式（５）（または式（６））
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のパラメータ「λ、ｚ」を上書きする。そして、端末装置２０、上書き後の式（５）（ま
たは式（６））により決定される系列グループを用いてＤＭＲＳを生成および送信する。
【０１６２】
　この構成により、新たな通知ビットを追加することなく、ネットワークがセル配置に適
したパラメータ「λ、ｚ」を選択して、端末装置２０へ通知することができる。
【０１６３】
　なお、上記構成では、通知領域を９ビット以上と説明したが、通知領域を９ビット未満
とすることもできる。端末個別のシグナリングにより割り当てられるベース系列グループ
として、他セルのセル固有ベース系列グループを割り当てる場合、干渉の影響を抑えるた
めに、近傍セルと同じベース系列グループを割り当てることは避けるべきである。特に、
同一セルクラスタ内の他セルのベース系列グループを端末個別に割り当てることは、干渉
の影響が大きくなる場合がある。したがって、実際に端末固有のベース系列グループとし
て用いることができる他セルに割り当てられたベース系列グループ数は、全てのセルＩＤ
の数「５０４」よりも少ない。そのため、割当可能なセル固有ベース系列グループのセル
ＩＤを９よりも少ない通知ビット数で通知することができる。例えば、接続セルのセルＩ
Ｄに対するオフセットを、９よりも少ない通知ビット数で通知して、他セルのセルＩＤを
通知することができる。
【０１６４】
　この構成により、通知情報のビット数を削減することができる。
【０１６５】
　（実施の形態５）
　以下、端末個別のシグナリングにより割り当てられるベース系列グループの決定方法に
ついて、その他の例を説明する。
【０１６６】
　実施の形態１～実施の形態４では、系列オフセットｆｓｓ~を時間スロットｎｓの関数
とした。それに対して、実施の形態５では、系列オフセットｆｓｓは固定値とし、ＰＮホ
ッピングパターンｆｇｈ~を時間スロットｎｓの関数とする。具体的には、実施の形態５
では、系列番号ｕ~を式（７）により決定する。

【数７】

【０１６７】
　ここで、Ｙは変数ｙが取りうる値の総数である。なお、式（７）において系列番号ｕ~
が接続するセルに割り当てられたベース系列グループと重複した場合は、系列番号ｕ~に
異なる値を代入する。また、ｆｇｈ~（ｎｓ）は関数ではなく、データテーブルとして記
憶部に記憶された値として与えてもよい。
【０１６８】
　このベース系列グループの決定方法によれば、式（１），（２）で与えられるベース系
列グループの決定式を大幅に変更することなく、すべてのセルクラスタと異なる新しいホ
ッピングパターンで系列グループをホッピングさせることができる。
【０１６９】
　なお、実施の形態１～実施の形態４で示した時間変動成分を含む系列オフセットｆｓｓ
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~（ｎｓ）と、上記の時間スロットｎｓの関数で与えられるホッピングパターンｆｇｈ~（
ｎｓ）との加算により、系列番号ｕ~を決定する構成としてもよい。また、共に時間スロ
ットｎｓの関数となるＰＮホッピングパターンおよび系列オフセットの両者が、データテ
ーブルにより与えられる構成としてもよい。
【０１７０】
　（実施の形態６）
　実施の形態６は、他セルとの干渉による影響が余り大きくならない場合に、接続セル内
で端末装置２０が使用できるベース系列グループの数を多く確保するという課題を解決す
るものである。
【０１７１】
　図１６には、実施の形態６における端末個別のシグナリングで割り当てられる系列グル
ープを説明する図を示す。
【０１７２】
　実施の形態６では、セル固有ベース系列グループを決定する式（１）、（２）を利用し
、この中のＮｃｅｌｌ ＩＤの値を、新規パラメータＫの値（定数値）に変更して、端末
個別のシグナリングで割り当てられる系列グループを決定する。新規パラメータＫの値は
、同一セルクラスタの接続セル以外のセルのＮｃｅｌｌ ＩＤとする。
【０１７３】
　図１６の例は、接続セル（Ｎｃｅｌｌ ＩＤ＝０）に端末装置２０が存在している場合
に、新規パラメータＫを、同一セルクラスタの他セル（Ｎｃｅｌｌ ＩＤ＝３）のセルＩ
Ｄの値「Ｋ＝３」とした場合である。
【０１７４】
　この場合、端末個別のシグナリングで割り当てられるベース系列グループは、他セル（
Ｎｃｅｌｌ ＩＤ＝３）のセル固有ベース系列グループと同一となるが、同一セルクラス
タのその他のセルのセル固有ベース系列グループとは一回も重複することがない。
【０１７５】
　実施の形態６の通信システムによれば、新規パラメータＫを用いてベース系列グループ
を端末個別のシグナリングで割り当てることで、１つのセルで使用できるベース系列グル
ープの数を多く確保することができる。他セル（Ｎｃｅｌｌ ＩＤ＝３）に接続している
他の端末装置２０が少ない場合など、他セルとの干渉による影響が大きくならない場合に
有用である。
【０１７６】
　なお、新規パラメータＫは、ネットワークが決定してＲＰ１０から端末装置２０へ通知
される構成としてもよい。
【０１７７】
　（実施の形態７）
　実施の形態７は、他のセルクラスタのセルとの干渉による影響が余り大きくならない場
合に、接続セル内で端末装置２０が使用できるベース系列グループの数を多く確保すると
いう課題を解決するものである。
【０１７８】
　図１７には、実施の形態７における端末個別のシグナリングで割り当てられる系列グル
ープを説明する図を示す。
【０１７９】
　実施の形態７では、セル固有ベース系列グループを決定する式（１）、（２）を利用し
、この中のＮｃｅｌｌ ＩＤの値を、新規パラメータＫの値（定数値）に変更して、端末
個別のシグナリングで割り当てられる系列グループを決定する。新規パラメータＫの値は
、他のセルクラスタのセルのＮｃｅｌｌ ＩＤとする。
【０１８０】
　図１７の例は、接続セル（Ｎｃｅｌｌ ＩＤ＝０）に端末装置２０が存在している場合
に、新規パラメータＫを、他のセルクラスタのセル（Ｎｃｅｌｌ ＩＤ＝３０）のセルＩ
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Ｄの値「Ｋ＝３０」とした場合である。
【０１８１】
　この場合、端末個別のシグナリングで割り当てられるベース系列グループは、他のセル
クラスタにおける１つのセルのセル固有ベース系列グループと常に重複するが、同一セル
クラスタの各セルのセル固有ベース系列グループとはランダムに重複する。
【０１８２】
　実施の形態７の通信システムによれば、新規パラメータＫを用いてベース系列グループ
を端末個別のシグナリングで割り当てることで、１つのセルで使用できるベース系列グル
ープの数を多く確保することができる。他のセルクラスタの特定のセルが非常に遠方であ
る場合など、他のセルクラスタの特定のセルと干渉による影響が殆ど生じないことが分か
っている場合に有用である。
【０１８３】
　なお、新規パラメータＫは、ネットワークが決定してＲＰ１０から端末装置２０へ通知
される構成としてもよい。
【０１８４】
　以上、本発明の各実施の形態について説明した。
【０１８５】
　なお、上記各実施の形態では、端末個別のシグナリングで割り当てられるベース系列グ
ループの具体例を説明した。しかし、本発明は、各実施の形態で例示した数式又はデータ
テーブルに当てはまらなくても、次の１～３の条件を満たす全ての系列グループの割り当
てパターンを含むものである。
【０１８６】
　１．端末装置の接続セルに割り当てられたベース系列グループとは常に異なるベース系
列グループであること
　２．他のセルクラスタに属するセルに割り当てられたベース系列グループとは、系列グ
ループのホッピングパターンそのものが異なること
　３．同一セルクラスタの他のセルに割り当てられたベース系列グループとの重複が、単
一のセルに偏重しないこと
【０１８７】
　また、上記実施の形態では、基準信号としてＤＭＲＳを対象とした場合について説明し
たが、基準信号としてＳＲＳまたは他の基準信号を対象とすることもできる。また、上記
実施の形態で説明したアンテナは、アンテナポートに置き換え可能である。
【０１８８】
　また、上記実施の形態では、本発明をハードウェアで構成する場合を例にとって説明し
たが、本発明はハードウェアとの連携においてソフトウェアで実現することも可能である
。
【０１８９】
　また、上記実施の形態の説明に用いた各機能ブロックは、典型的には集積回路であるＬ
ＳＩとして実現される。これらは個別に１チップ化されてもよいし、一部又は全てを含む
ように１チップ化されてもよい。ここでは、ＬＳＩとしたが、集積度の違いにより、ＩＣ
、システムＬＳＩ、スーパーＬＳＩ、ウルトラＬＳＩと呼称されることもある。
【０１９０】
　また、集積回路化の手法はＬＳＩに限るものではなく、専用回路又は汎用プロセッサで
実現してもよい。ＬＳＩ製造後に、プログラムすることが可能なＦＰＧＡ（Field Progra
mmable Gate Array）または、ＬＳＩ内部の回路セルの接続や設定を再構成可能なリコン
フィギュラブル・プロセッサを利用してもよい。
【０１９１】
　さらには、半導体技術の進歩又は派生する別技術によりＬＳＩに置き換わる集積回路化
の技術が登場すれば、当然、その技術を用いて機能ブロックの集積化を行ってもよい。バ
イオ技術の適用等が可能性としてありえる。
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【０１９２】
　２０１２年１月３０日出願の特願２０１２－０１６４１４の日本出願に含まれる明細書
、図面および要約書の開示内容は、すべて本願に援用される。
【産業上の利用可能性】
【０１９３】
　本発明は、セルラー携帯電話機、その基地局、およびその通信方法に適用できる。
【符号の説明】
【０１９４】
　１０　ＲＰ（基地局）
　１１　送信処理部
　１２　基準信号抽出部
　１３　受信信号処理部
　１０１　アンテナ
　１０２　無線送信部
　１０４　無線受信部
　１１１　チャネル推定部
　１１２　制御部
　２０　端末装置
　２２　系列決定部
　２３　送信処理部
　２４　受信処理部
　２０１　アンテナ
　２０２　制御部
　２０３　ＤＭＲＳ生成部
　２１２　無線送信部
　２１３　無線受信部
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