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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線通信システムのユーザ端末（ＵＥ）で上りリンク信号を送信する方法であって、前
記方法は、
　物理上りリンク共有チャネル（ＰＵＳＣＨ）の復調のための参照信号に対する仮想セル
ＩＤ

【数１】

が提供される場合、前記ＵＥにより、
【数２】

に基づいて前記参照信号を生成することと、
　前記生成された参照信号を前記ＵＥにより送信することと
　を含み、
【数３】

が提供される場合、前記参照信号のシーケンスホッピングの決定に用いられる擬似－任意
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シーケンス生成器は、物理層セルＩＤ
【数４】

ではなく
【数５】

に基づいて、それぞれの無線フレームの開始時に、
【数６】

によって初期化され、

【数７】

は、上位層によって提供される、方法。
【請求項２】
　前記シーケンスホッピングは、前記参照信号に対するシーケンスグループホッピングが
不能化される場合に適用される、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記シーケンスホッピングは、前記参照信号の長さが

【数８】

を満たす場合に適用され、
【数９】

は、前記参照信号の長さを表し、
【数１０】

と定義され、
【数１１】

であり、
【数１２】

は、最大の上りリンク帯域幅構成を表し、

【数１３】

の整数倍で表現され、
【数１４】
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は、リソースブロックのサイズであり、副搬送波の個数で表現される、請求項１に記載の
方法。
【請求項４】
　前記シーケンスホッピングによって、前記参照信号の基本シーケンスグループにおける
前記参照信号の基本シーケンス番号が決定される、請求項１～３のいずれか一項に記載の
方法。
【請求項５】
【数１５】

が提供されない場合、前記参照信号のシーケンスホッピングの決定に用いられる擬似－任
意シーケンス生成器は、
【数１６】

によって初期化され、
【数１７】

は、前記上位層によって提供される、請求項１～３のいずれか一項に記載の方法。
【請求項６】

【数１８】

は、前記ＵＥ（１０）に対する前記参照信号の基本シーケンスを、ＭＵ－ＭＩＭＯ（Ｍｕ
ｌｔｉｐｌｅ　Ｕｓｅｒ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ｉｎｐｕｔ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ｏｕｔｐ
ｕｔ）に対して前記ＵＥ（１０）とペアリングされる他のＵＥに対する基本シーケンスと
同じにする値に設定される、請求項１～３のいずれか一項に記載の方法。
【請求項７】
　前記参照信号は、前記ＰＵＳＣＨが送信されるスロットにおいて、一つのＳＣ－ＦＤＭ
Ａ（Ｓｉｎｇｌｅ　Ｃａｒｒｉｅｒ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔ
ｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ）シンボル上で送信される、請求項１～３のいずれか一項に記載
の方法。
【請求項８】
　上りリンク信号を送信するユーザ機器（ＵＥ）であって、前記ＵＥは、
　受信器と、
　送信器と、
　前記受信器および前記送信器を制御するように構成されたプロセッサと
　を備え、
　前記プロセッサは、
　物理上りリンク共有チャネル（ＰＵＳＣＨ）の復調のための参照信号に対する仮想セル
ＩＤ

【数１９】

が提供される場合、
【数２０】
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に基づいて前記参照信号を生成することと、
　前記生成された参照信号のシーケンスを送信するように前記送信器を制御することと
　を実行するように構成され、
【数２１】

が提供される場合、前記参照信号のシーケンスホッピングの決定に用いられる擬似－任意
シーケンス生成器は、物理層セルＩＤ

【数２２】

ではなく
【数２３】

に基づいて、それぞれの無線フレームの開始時に、
【数２４】

によって初期化され、
【数２５】

は、上位層によって提供される、ＵＥ。
【請求項９】
　前記シーケンスホッピングは、前記参照信号に対するシーケンスグループホッピングが
不能化される場合に適用される、請求項８に記載のＵＥ。
【請求項１０】
　前記シーケンスホッピングは、前記参照信号の長さが

【数２６】

を満たす場合に適用され、

【数２７】

は、前記参照信号の長さを表し、
【数２８】

と定義され、
【数２９】

であり、
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【数３０】

は、最大の上りリンク帯域幅構成を表し、
【数３１】

の整数倍で表現され、
【数３２】

は、リソースブロックのサイズであり、副搬送波の個数で表現される、請求項８に記載の
ＵＥ。
【請求項１１】
　前記シーケンスホッピングによって、前記参照信号の基本シーケンスグループにおける
前記参照信号の基本シーケンス番号が決定される、請求項８～１０のいずれか一項に記載
のＵＥ。
【請求項１２】
【数３３】

が提供されない場合、前記参照信号のシーケンスホッピングの決定に用いられる擬似－任
意シーケンス生成器は、
【数３４】

によって初期化され、
【数３５】

は、前記上位層によって提供される、請求項８～１０のいずれか一項に記載のＵＥ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　以下の説明は、無線通信システムに関し、特に、上りリンク信号を送信する方法及び装
置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　既存の無線通信システムに比べて増加するデータ処理要求量を満たすために、限定され
た周波数内で送信されるデータ容量を増大させるための多重アンテナ技術、多重基地局協
調技術などが開発されている。
【０００３】
　複数の基地局が同一の時間－周波数リソースを用いて端末と通信を行う多重基地局協調
通信方式を支援する進展した無線通信システムでは、既存の無線通信システムにおいて一
つの基地局が端末と通信を行う方式を支援することに比べて、増加したデータ処理量を提
供することができる。このような協調通信に参加する基地局を、セル、アンテナポート、
アンテナポートグループ、ＲＲＨ（Ｒｅｍｏｔｅ　Ｒａｄｉｏ　Ｈｅａｄ）、送信ポイン
ト、受信ポイント、アクセスポイントなどと呼ぶこともできる。
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　新しい無線通信技術の導入に伴って、基地局が所定のリソース領域でサービスを提供す
べき端末の個数が増加しているだけでなく、基地局がサービスを提供する端末と送信／受
信するデータ及び制御情報の量も増加している。基地局が端末との通信に利用できる無線
リソースの量は有限であり、基地局が有限の無線リソースを用いて上り／下りリンクデー
タ及び／又は上り／下りリンク制御情報を端末と效率よく受信／送信するための新しい方
案が要求されている。
【０００５】
　本発明では、進展した上りリンク送信動作を支援できる上りリンク参照信号を送信する
新しい方案を提供し、上りリンク信号の受信側で上りリンク参照信号を正しく受信できる
方案を提供することを技術的課題とする。
【０００６】
　本発明で達成しようとする技術的課題は、以上で言及した技術的課題に制限されず、言
及していない他の技術的課題は、以降の記載から、本発明の属する技術の分野における通
常の知識を有する者には明確に理解されるであろう。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
上記の技術的課題を解決するために、本発明の一実施例に係る　無線通信システムの端末
で上りリンク信号を送信する方法は、物理上りリンク共有チャネル（ＰＵＳＣＨ）の復調
のための参照信号に対する仮想セルＩＤ
【０００８】
【化１】

が提供される場合、前記
【０００９】

【化２】

に基づいて前記参照信号のシーケンスを生成することと、前記生成された参照信号を基地
局に送信することと、を含むことができる。ここで、前記参照信号のシーケンスホッピン
グの決定に用いられる擬似－任意シーケンス生成器は、それぞれの無線フレームの開始時
に、式
【００１０】

【化３】

によって初期化され、
【００１１】

【化４】

は、擬似－任意シーケンスの初期値であり、
【００１２】



(7) JP 5941560 B2 2016.6.29

10

20

30

40

50

【化５】

は、前記参照信号のシーケンスシフトパターンであってもよい。
【００１３】
　上記の技術的課題を解決するために、本発明の他の実施例に係る上りリンク信号を送信
する端末装置は、受信器と、送信器と、プロセッサと、を備え、前記プロセッサは、物理
上りリンク共有チャネル（ＰＵＳＣＨ）の復調のための参照信号に対する仮想セルＩＤ
【００１４】

【化６】

が提供される場合、前記
【００１５】

【化７】

に基づいて前記参照信号のシーケンスを生成し；生成された前記参照信号を基地局に前記
送信器を用いて送信するように構成されることを特徴とする。ここで、前記参照信号のシ
ーケンスホッピングの決定に用いられる擬似－任意シーケンス生成器は、それぞれの無線
フレームの開始時に、式
【００１６】

【化８】

によって初期化され、
【００１７】

【化９】

は、擬似－任意シーケンスの初期値であり、
【００１８】
【化１０】

は、前記参照信号のシーケンスシフトパターンであってもよい。
【００１９】
　上記本発明に係る実施例らにおいて、以下の事項を共通に適用することができる。
【００２０】
【化１１】

は、式
【００２１】
【化１２】
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によって決定され、ｍｏｄは、モジューロ演算を意味することができる。
【００２２】
　前記シーケンスホッピングは、前記参照信号に対するシーケンスグループホッピングが
不能化される場合に適用されてもよい。
【００２３】
　前記シーケンスホッピングは、前記参照信号の長さが
【００２４】
【化１３】

の場合に適用され、
【００２５】
【化１４】

は、前記参照信号の長さを表し、
【００２６】
【化１５】

と定義され、
【００２７】

【化１６】

であり、
【００２８】

【化１７】

は、最大の上りリンク帯域幅構成であり、
【００２９】
【化１８】

の整数倍で表現され、
【００３０】
【化１９】

は、リソースブロックのサイズであり、副搬送波の個数で表現されてもよい。
【００３１】
　前記シーケンスホッピングによって前記参照信号の基本シーケンスの番号ｖが決定され
てもよい
【００３２】
　前記
【００３３】
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【化２０】

に対する値が提供されない場合、前記
【００３４】
【化２１】

は、式
【００３５】
【化２２】

によって決定され、
【００３６】
【化２３】

は、物理層セルＩＤであってもよい。
【００３７】
　前記
【００３８】

【化２４】

に対する値が提供されない場合、前記
【００３９】

【化２５】

は、式
【００４０】
【化２６】

によって決定され、
【００４１】
【化２７】

は上位層によって設定され、
【００４２】

【化２８】

であってもよい。
【００４３】
　前記
【００４４】
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【化２９】

は、上位層によって提供されてもよい。
【００４５】
　前記
【００４６】

【化３０】

は、０乃至５０９の中で一つの値に設定されてもよい。
【００４７】
　前記
【００４８】

【化３１】

は、前記端末に対する前記参照信号の基本シーケンスが、前記端末とＭＵ－ＭＩＭＯ（Ｍ
ｕｌｔｉｐｌｅ　Ｕｓｅｒ－Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ｉｎｐｕｔ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ｏｕｔ
ｐｕｔ）ペアリングされる他の端末に対する基本シーケンスと同じ値を有するようにする
値に設定されてもよい。
【００４９】
　前記参照信号は、前記ＰＵＳＣＨが送信されるスロットにおいて、一つのＳＣ－ＦＤＭ
Ａ（Ｓｉｎｇｌｅ　Ｃａｒｒｉｅｒ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔ
ｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ）シンボル上で送信されてもよい。
【００５０】
　本発明について前述した一般的な説明及び後述する詳細な説明は、例示的なもので、請
求項記載の発明に関するさらなる説明のためのものである。
本発明はさらに、たとえば、以下を提供する。
（項目１）
　無線通信システムの端末で上りリンク信号を送信する方法であって、
　物理上りリンク共有チャネル（ＰＵＳＣＨ）の復調のための参照信号に対する仮想セル
ＩＤ
【化１７１】

が提供される場合、前記
【化１７２】

に基づいて前記参照信号のシーケンスを生成することと、
　前記生成された参照信号を基地局に送信することと、を含み、
　前記参照信号のシーケンスホッピングの決定に用いられる擬似－任意シーケンス生成器
は、それぞれの無線フレームの開始時に、式

【化１７３】

によって初期化され、
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【化１７４】

は、擬似－任意シーケンスの初期値であり、
【化１７５】

は、前記参照信号のシーケンスシフトパターンである、上りリンク信号送信方法。
（項目２）
【化１７６】

は、式
【化１７７】

によって決定され、
　ｍｏｄは、モジューロ演算を意味する、項目１に記載の上りリンク信号送信方法。
（項目３）
　前記シーケンスホッピングは、前記参照信号に対するシーケンスグループホッピングが
不能化される場合に適用される、項目１に記載の上りリンク信号送信方法。
（項目４）
　前記シーケンスホッピングは、前記参照信号の長さが
【化１７８】

の場合に適用され、
【化１７９】

は、前記参照信号の長さを表し、
【化１８０】

と定義され、
【化１８１】

であり、
【化１８２】

は、最大の上りリンク帯域幅構成であり、

【化１８３】

の整数倍で表現され、
【化１８４】
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は、リソースブロックのサイズであり、副搬送波の個数で表現される、項目１に記載の上
りリンク信号送信方法。
（項目５）
　前記シーケンスホッピングによって前記参照信号の基本シーケンスの番号ｖが決定され
る、項目１に記載の上りリンク信号送信方法。
（項目６）
　前記
【化１８５】

に対する値が提供されない場合、前記
【化１８６】

は、式
【化１８７】

によって決定され、
【化１８８】

は、物理層セルＩＤである、項目１に記載の上りリンク信号送信方法。
（項目７）
　前記
【化１８９】

に対する値が提供されない場合、前記
【化１９０】

は、式
【化１９１】

によって決定され、
【化１９２】

は上位層によって設定され、
【化１９３】

である、項目１に記載の上りリンク信号送信方法。
（項目８）
　前記
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【化１９４】

は、上位層によって提供される、項目１に記載の上りリンク信号送信方法。
（項目９）
　前記
【化１９５】

は、０乃至５０９の中で一つの値に設定される、項目１に記載の上りリンク信号送信方法
。
（項目１０）
　前記
【化１９６】

は、前記端末に対する前記参照信号の基本シーケンスが、前記端末とＭＵ－ＭＩＭＯ（Ｍ
ｕｌｔｉｐｌｅ　Ｕｓｅｒ－Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ｉｎｐｕｔ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ｏｕｔ
ｐｕｔ）ペアリングされる他の端末に対する基本シーケンスと同じ値を有するようにする
値に設定される、項目１に記載の上りリンク信号送信方法。
（項目１１）
　前記参照信号は、前記ＰＵＳＣＨが送信されるスロットにおいて、一つのＳＣ－ＦＤＭ
Ａ（Ｓｉｎｇｌｅ　Ｃａｒｒｉｅｒ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔ
ｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ）シンボル上で送信される、項目１に記載の上りリンク信号送信
方法。
（項目１２）
　上りリンク信号を送信する端末装置であって、
　受信器と、
　送信器と、
　プロセッサと、を備え、
　前記プロセッサは、物理上りリンク共有チャネル（ＰＵＳＣＨ）の復調のための参照信
号に対する仮想セルＩＤ
【化１９７】

が提供される場合、前記

【化１９８】

に基づいて前記参照信号のシーケンスを生成し；生成された前記参照信号を基地局に前記
送信器を用いて送信するように構成され、
　前記参照信号のシーケンスホッピングの決定に用いられる擬似－任意シーケンス生成器
は、それぞれの無線フレームの開始時に、式

【化１９９】

によって初期化され、
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【化２００】

は、擬似－任意シーケンスの初期値であり、
【化２０１】

は、前記参照信号のシーケンスシフトパターンである、上りリンク信号送信端末装置。
【発明の効果】
【００５１】
　本発明によれば、進展した上りリンク送信動作を支援できる上りリンク参照信号を送信
する新しい方案を提供することができ、また、上りリンク信号の受信側で上りリンク参照
信号を正しく受信できる方案を提供することができる。
【００５２】
　本発明で得られる効果は、以上に言及した効果に制限されず、言及していない別の効果
は、以降の記載から、本発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者には明確
に理解されるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００５３】
　本明細書に添付する図面は、本発明に関する理解を提供するためのもので、本発明の様
々な実施形態を示し、明細書の記載と共に本発明の原理を説明するためのものである。
【図１】図１は、無線フレームの構造を説明するための図である。
【図２】図２は、リソースグリッド（ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｇｒｉｄ）を示す図である。
【図３】図３は、下りリンクサブフレームの構造を示す図である。
【図４】図４は、上りリンクサブフレームの構造を示す図である。
【図５】図５は、下りリンク参照信号を説明するための図である。
【図６】図６乃至図１０は、ＰＵＣＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｕｐｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒ
ｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ）フォーマット１系列、ＰＵＣＣＨフォーマット２系列及びＰＵＣ
ＣＨフォーマット３系列を用いたＵＣＩ送信を例示する図である。
【図７】図６乃至図１０は、ＰＵＣＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｕｐｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒ
ｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ）フォーマット１系列、ＰＵＣＣＨフォーマット２系列及びＰＵＣ
ＣＨフォーマット３系列を用いたＵＣＩ送信を例示する図である。
【図８】図６乃至図１０は、ＰＵＣＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｕｐｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒ
ｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ）フォーマット１系列、ＰＵＣＣＨフォーマット２系列及びＰＵＣ
ＣＨフォーマット３系列を用いたＵＣＩ送信を例示する図である。
【図９】図６乃至図１０は、ＰＵＣＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｕｐｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒ
ｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ）フォーマット１系列、ＰＵＣＣＨフォーマット２系列及びＰＵＣ
ＣＨフォーマット３系列を用いたＵＣＩ送信を例示する図である。
【図１０】図６乃至図１０は、ＰＵＣＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｕｐｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔ
ｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ）フォーマット１系列、ＰＵＣＣＨフォーマット２系列及びＰＵ
ＣＣＨフォーマット３系列を用いたＵＣＩ送信を例示する図である。
【図１１】図１１は、ＰＵＳＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｕｐｌｉｎｋ　Ｓｈａｒｅｄ　Ｃ
ｈａｎｎｅｌ）領域上での上りリンク制御情報及び上りリンクデータの多重化を例示する
図である。
【図１２】図１２は、ＵＬ　ＣｏＭＰ動作の一例を説明するための図である。
【図１３】図１３は、本発明に係る上りリンク参照信号送信方法を説明するためのフロー
チャートである。
【図１４】図１４は、本発明に係る基地局装置及び端末装置の好適な実施例の構成を示す
図である。
【発明を実施するための形態】
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【００５４】
　以下の実施例は、本発明の構成要素と特徴を所定の形態で結合したものである。各構成
要素又は特徴は、特別の言及がない限り、選択的なものと考慮すればよい。各構成要素又
は特徴は、他の構成要素や特徴と結合していない形態で実施されもてよく、一部の構成要
素及び／又は特徴を結合して本発明の実施例を構成してもよい。本発明の実施例で説明さ
れる動作の順序は変更されてもよい。ある実施例の一部の構成や特徴は、他の実施例に含
まれてもよく、他の実施例の対応する構成又は特徴に取り替えられてもよい。
【００５５】
　本明細書において、本発明の実施例を、基地局と端末間のデータ送信及び受信の関係を
中心に説明する。ここで、基地局は、端末と通信を直接行うネットワークの終端ノード（
ｔｅｒｍｉｎａｌ　ｎｏｄｅ）としての意味を持つ。本文書で基地局によって行われると
した特定動作は、場合によっては基地局の上位ノード（ｕｐｐｅｒ　ｎｏｄｅ）によって
行われることもある。
【００５６】
　すなわち、基地局を含めた複数のネットワークノード（ｎｅｔｗｏｒｋ　ｎｏｄｅｓ）
からなるネットワークにおいて端末との通信のために行われる様々な動作は、基地局、又
は基地局以外の他のネットワークノードによって行われ得ることは明らかである。「基地
局（ＢＳ：Ｂａｓｅ　Ｓｔａｔｉｏｎ）」は、固定局（ｆｉｘｅｄ　ｓｔａｔｉｏｎ）、
Ｎｏｄｅ　Ｂ、ｅＮｏｄｅ　Ｂ（ｅＮＢ）、アクセスポイント（ＡＰ：Ａｃｃｅｓｓ　Ｐ
ｏｉｎｔ）などの用語に置き換えてもよい。中継機は、ＲＮ（Ｒｅｌａｙ　Ｎｏｄｅ）、
ＲＳ（Ｒｅｌａｙ　Ｓｔａｔｉｏｎ）などの用語に置き換えてもよい。また、「端末（Ｔ
ｅｒｍｉｎａｌ）」は、ＵＥ（Ｕｓｅｒ　Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ）、ＭＳ（Ｍｏｂｉｌｅ　
Ｓｔａｔｉｏｎ）、ＭＳＳ（Ｍｏｂｉｌｅ　Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｓｔａｔｉｏｎ）、
ＳＳ（Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｓｔａｔｉｏｎ）などの用語に置き換えてもよい。
【００５７】
　以下の説明で使われる特定用語は、本発明の理解を助けるために提供されるものであり
、このような特定用語の使用は、本発明の技術的思想から逸脱しない範囲で他の形態に変
更してもよい。
【００５８】
　場合によって、本発明の概念が曖昧になることを避けるために、公知の構造及び装置は
省略されたり、各構造及び装置の核心機能を中心にしたブロック図の形式で図示されるこ
ともある。また、本明細書全体を通じて同一の構成要素には同一の図面符号を付して説明
する。
【００５９】
　本発明の実施例は、無線接続システムであるＩＥＥＥ　８０２システム、３ＧＰＰシス
テム、３ＧＰＰ　ＬＴＥ及びＬＴＥ－Ａ（ＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄ）システム、並びに
３ＧＰＰ２システムの少なくとも一つに開示された標準文書によって裏付けることができ
る。すなわち、本発明の実施例において、本発明の技術的思想を明確にするために説明を
省いた段階又は部分は、上記の文書によって裏付けることができる。また、本文書で開示
している用語はいずれも上記の標準文書によって説明することができる。
【００６０】
　以下の技術は、ＣＤＭＡ（Ｃｏｄｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅ
ｓｓ）、ＦＤＭＡ（Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃ
ｅｓｓ）、ＴＤＭＡ（Ｔｉｍｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ）
、ＯＦＤＭＡ（Ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌ
ｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ）、ＳＣ－ＦＤＭＡ（Ｓｉｎｇｌｅ　Ｃａｒｒｉｅｒ　Ｆｒｅ
ｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ）などのような様々
な無線接続システムに用いることができる。ＣＤＭＡは、ＵＴＲＡ（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ
　Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ）やＣＤＭＡ２０００のような無
線技術（ｒａｄｉｏ　ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ）によって具現することができる。ＴＤＭＡ
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は、ＧＳＭ（登録商標）（Ｇｌｏｂａｌ　Ｓｙｓｔｅｍ　ｆｏｒ　Ｍｏｂｉｌｅ　ｃｏｍ
ｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ）／ＧＰＲＳ（Ｇｅｎｅｒａｌ　Ｐａｃｋｅｔ　Ｒａｄｉｏ　Ｓ
ｅｒｖｉｃｅ）／ＥＤＧＥ（Ｅｎｈａｎｃｅｄ　Ｄａｔａ　Ｒａｔｅｓ　ｆｏｒ　ＧＳＭ
（登録商標）　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）のような無線技術によって具現することができる。
ＯＦＤＭＡは、ＩＥＥＥ　８０２．１１（Ｗｉ－Ｆｉ）、ＩＥＥＥ　８０２．１６（Ｗｉ
ＭＡＸ）、ＩＥＥＥ　８０２－２０、Ｅ－ＵＴＲＡ（Ｅｖｏｌｖｅｄ　ＵＴＲＡ）などの
ような無線技術によって具現することができる。ＵＴＲＡはＵＭＴＳ（Ｕｎｉｖｅｒｓａ
ｌ　Ｍｏｂｉｌｅ　ＴｅｌｅｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓＳｙｓｔｅｍ）の一部である
。３ＧＰＰ（３ｒｄ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　Ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ　Ｐｒｏｊｅｃｔ
）　ＬＴＥ（ｌｏｎｇｔｅｒｍ　ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）は、Ｅ－ＵＴＲＡを使用するＥ－
ＵＭＴＳ（Ｅｖｏｌｖｅｄ　ＵＭＴＳ）の一部で、下りリンクにおいてＯＦＤＭＡを採用
し、上りリンクにおいてＳＣ－ＦＤＭＡを採用する。ＬＴＥ－Ａ（Ａｄｖａｎｃｅｄ）は
、３ＧＰＰ　ＬＴＥの進展である。ＷｉＭＡＸは、ＩＥＥＥ　８０２．１６ｅ規格（Ｗｉ
ｒｅｌｅｓｓ　ＭＡＮ－ＯＦＤＭＡ　Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｙｓｔｅｍ）及び進展した
ＩＥＥＥ　８０２．１６ｍ規格（Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　ＭＡＮ－ＯＦＤＭＡ　Ａｄｖａｎｃ
ｅｄ　ｓｙｓｔｅｍ）によって説明することができる。明確性のために、以下では３ＧＰ
Ｐ　ＬＴＥ及び３ＧＰＰ　ＬＴＥ－Ａシステムを中心に説明するが、本発明の技術的思想
がこれに制限されることはない。
【００６１】
　図１を参照して３ＧＰＰ　ＬＴＥシステムの無線フレーム構造について説明する。
【００６２】
　セルラーＯＦＤＭ（Ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　
Ｍｕｌｔｉｐｌｅｘ）無線パケット通信システムにおいて、上り／下りリンクデータパケ
ット送信はサブフレーム（ｓｕｂｆｒａｍｅ）単位で行われ、１サブフレームは複数のＯ
ＦＤＭシンボルを含む一定時間区間で定義される。３ＧＰＰ　ＬＴＥ標準では、ＦＤＤ（
Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｄｕｐｌｅｘ）に適用可能なタイプ１の無線フ
レーム（ｒａｄｉｏ　ｆｒａｍｅ）構造と、ＴＤＤ（Ｔｉｍｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｄｕ
ｐｌｅｘ）に適用可能なタイプ２の無線フレーム構造を支援する。
【００６３】
　図１（ａ）は、タイプ１の無線フレーム構造を示す図である。１個の無線フレーム（ｒ
ａｄｉｏｆｒａｍｅ）は１０個のサブフレーム（ｓｕｂｆｒａｍｅ）で構成され、１個の
サブフレームは時間領域（ｔｉｍｅ　ｄｏｍａｉｎ）において２個のスロット（ｓｌｏｔ
）で構成される。１サブフレームを送信するために掛かる時間をＴＴＩ（ｔｒａｎｓｍｉ
ｓｓｉｏｎ　ｔｉｍｅ　ｉｎｔｅｒｖａｌ）といい、例えば、１サブフレームの長さは１
ｍｓで、１スロットの長さは０．５ｍｓであってよい。１スロットは時間領域において複
数のＯＦＤＭシンボルを含み、周波数領域において複数のリソースブロック（Ｒｅｓｏｕ
ｒｃｅ　Ｂｌｏｃｋ；ＲＢ）を含む。３ＧＰＰ　ＬＴＥシステムでは下りリンクにおいて
ＯＦＤＭＡを用いるため、ＯＦＤＭシンボルが１つのシンボル区間を表す。ＯＦＤＭシン
ボルはまた、ＳＣ－ＦＤＭＡシンボル又はシンボル区間と呼ばれることもある。リソース
ブロック（Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｂｌｏｃｋ；ＲＢ）はリソース割当単位であり、１スロッ
トにおいて複数個の連続した副搬送波（ｓｕｂｃａｒｒｉｅｒ）を含むことができる。
【００６４】
　１スロットに含まれるＯＦＤＭシンボルの数は、ＣＰ（Ｃｙｃｌｉｃ　Ｐｒｅｆｉｘ）
の構成（ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ）によって異なることがある。ＣＰには、拡張ＣＰ
（ｅｘｔｅｎｄｅｄ　ＣＰ）と正規ＣＰ（ｎｏｒｍａｌ　ＣＰ）がある。例えば、ＯＦＤ
Ｍシンボルが正規ＣＰによって構成された場合、１スロットに含まれるＯＦＤＭシンボル
の数は７個であってよい。ＯＦＤＭシンボルが拡張ＣＰによって構成された場合、１　Ｏ
ＦＤＭシンボルの長さが増えるため、１スロットに含まれるＯＦＤＭシンボルの数は正規
ＣＰの場合に比べて少ない。拡張ＣＰの場合に、例えば、１スロットに含まれるＯＦＤＭ
シンボルの数は６個であってよい。端末が高速で移動するなどの場合のようにチャネル状
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態が安定していない場合、シンボル間干渉をより減らすために拡張ＣＰを用いらればよい
。
【００６５】
　図１（ｂ）は、タイプ２の無線フレーム構造を示す図である。タイプ２の無線フレーム
は、２個のハーフフレーム（ｈａｌｆ　ｆｒａｍｅ）で構成され、各ハーフフレームは、
５個のサブフレームと、ＤｗＰＴＳ（Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｐｉｌｏｔ　Ｔｉｍｅ　Ｓｌｏ
ｔ）、保護区間（Ｇｕａｒｄ　Ｐｅｒｉｏｄ；ＧＰ）及びＵｐＰＴＳ（Ｕｐｌｉｎｋ　Ｐ
ｉｌｏｔ　Ｔｉｍｅ　Ｓｌｏｔ）で構成され、１個のサブフレームは２個のスロットで構
成される。ＤｗＰＴＳは、端末での初期セル探索、同期化又はチャネル推定のために用い
られる。ＵｐＰＴＳは、基地局でチャネル推定及び端末と上り送信同期を取るために用い
られる。保護区間は、上りリンクと下りリンクとの間に下りリンク信号の多重経路遅延に
よって上りリンクで生じる干渉を除去するための区間である。一方、無線フレームのタイ
プによらず、１個のサブフレームは２個のスロットで構成される。
【００６６】
　無線フレームの構造は例示に過ぎず、無線フレームに含まれるサブフレームの数、サブ
フレームに含まれるスロットの数、又はスロットに含まれるシンボルの数は様々に変更さ
れてもよい。
【００６７】
　図２は、下りリンクスロットでのリソースグリッド（ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｇｒｉｄ）を
示す図である。同図では、１個の下りリンクスロットが時間領域において７個のＯＦＤＭ
シンボルを含み、１個のリソースブロック（ＲＢ）が周波数領域において１２個の副搬送
波を含むとしているが、本発明はこれに制限されない。例えば、正規ＣＰでは１スロット
が７　ＯＦＤＭシンボルを含むが、拡張ＣＰでは１スロットが６　ＯＦＤＭシンボルを含
むことができる。リソースグリッド上のそれぞれの要素をリソース要素（ｒｅｓｏｕｒｃ
ｅ　ｅｌｅｍｅｎｔ）という。１リソースブロックは１２×７リソース要素を含んでいる
。下りリンクスロットに含まれるリソースブロックのＮＤＬの個数は下りリンク送信帯域
幅による。上りリンクスロットの構造は下りリンクスロットの構造と同一であってよい。
【００６８】
　下りリンクサブフレーム構造
　図３は、下りリンクサブフレームの構造を示す図である。一つのサブフレームにおいて
第１のスロットの先頭部における最大３個のＯＦＤＭシンボルは、制御チャネルが割り当
てられる制御領域に該当する。残りのＯＦＤＭシンボルは、物理下りリンク共有チャネル
（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｓｈａｒｅｄ　Ｃｈａｎｃｅｌ；ＰＤＳＣＨ）
が割り当てられるデータ領域に該当する。３ＧＰＰ　ＬＴＥシステムにおいて用いられる
下りリンク制御チャネルには、例えば、物理制御フォーマット指示子チャネル（Ｐｈｙｓ
ｉｃａｌ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｆｏｒｍａｔ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ　Ｃｈａｎｎｅｌ；ＰＣ
ＦＩＣＨ）、物理下りリンク制御チャネル（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｃｏ
ｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ；ＰＤＣＣＨ）、物理ＨＡＲＱ指示子チャネル（Ｐｈｙｓｉ
ｃａｌ　Ｈｙｂｒｉｄ　ａｕｔｏｍａｔｉｃ　ｒｅｐｅａｔ　ｒｅｑｕｅｓｔ　Ｉｎｄｉ
ｃａｔｏｒ　Ｃｈａｎｎｅｌ；ＰＨＩＣＨ）などがある。ＰＣＦＩＣＨは、サブフレーム
の最初のＯＦＤＭシンボルで送信され、サブフレーム内の制御チャネル送信に使われるＯ
ＦＤＭシンボルの個数に関する情報を含む。ＰＨＩＣＨは、上りリンク送信の応答として
ＨＡＲＱ　ＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号を含む。ＰＤＣＣＨを介して送信される制御情報を下り
リンク制御情報（Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ；ＤＣＩ
）という。ＤＣＩは、上りリンク又は下りリンクのスケジューリング情報を含んだり、任
意の端末グループに対する上りリンク送信電力制御命令を含む。ＰＤＣＣＨは、下りリン
ク共有チャネル（ＤＬ－ＳＣＨ）のリソース割当及び送信フォーマット、上りリンク共有
チャネル（ＵＬ－ＳＣＨ）のリソース割当情報、ページングチャネル（ＰＣＨ）のページ
ング情報、ＤＬ－ＳＣＨ上のシステム情報、ＰＤＳＣＨ上で送信されるランダムアクセス
応答（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅ）のような上位層制御メッセージ
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のリソース割当、任意の端末グループ内の個別端末に対する送信電力制御命令のセット、
送信電力制御情報、ＶｏＩＰ（Ｖｏｉｃｅ　ｏｖｅｒ　ＩＰ）の活性化などを含むことが
できる。複数のＰＤＣＣＨが制御領域内で送信されてもよく、端末は複数のＰＤＣＣＨを
モニタすることができる。ＰＤＣＣＨは、一つ以上の連続する制御チャネル要素（Ｃｏｎ
ｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｅｌｅｍｅｎｔ；ＣＣＥ）の組合せ（ａｇｇｒｅｇａｔｉｏ
ｎ）で送信される。ＣＣＥは、無線チャネルの状態に基づくコーディングレートでＰＤＣ
ＣＨを提供するために用いられる論理割当単位である。ＣＣＥは、複数個のリソース要素
グループに対応する。ＰＤＣＣＨのフォーマットと利用可能なビット数は、ＣＣＥの個数
とＣＣＥによって提供されるコーディングレートとの相関関係によって決定される。基地
局は、端末に送信されるＤＣＩによってＰＤＣＣＨフォーマットを決定し、制御情報に巡
回冗長検査（Ｃｙｃｌｉｃ　Ｒｅｄｕｎｄａｎｃｙ　Ｃｈｅｃｋ；ＣＲＣ）を付加する。
ＣＲＣは、ＰＤＣＣＨの所有者又は用途によって無線ネットワーク臨時識別子（Ｒａｄｉ
ｏ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｔｅｍｐｏｒａｒｙ　Ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ；ＲＮＴＩ）という識
別子でマスクされる。ＰＤＣＣＨが特定端末に対するものであれば、端末のｃｅｌｌ－Ｒ
ＮＴＩ（Ｃ－ＲＮＴＩ）識別子をＣＲＣにマスクすることができる。又は、ＰＤＣＣＨが
ページングメッセージに対するものであれば、ページング指示子識別子（Ｐａｇｉｎｇ　
Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ　Ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ；Ｐ－ＲＮＴＩ）をＣＲＣにマスクすること
もできる。ＰＤＣＣＨがシステム情報（より具体的に、システム情報ブロック（ＳＩＢ）
）に対するものであれば、システム情報識別子及びシステム情報ＲＮＴＩ（ＳＩ－ＲＮＴ
Ｉ）をＣＲＣにマスクすることもできる。端末のランダムアクセスプリアンブルの送信に
対する応答であるランダムアクセス応答を表すために、ランダムアクセス－ＲＮＴＩ（Ｒ
Ａ－ＲＮＴＩ）をＣＲＣにマスクすることもできる。
【００６９】
　下りリンク参照信号
　無線通信システムにおいてパケットを送信する時、送信されるパケットは無線チャネル
を介して送信されるため、送信過程で信号の歪みが発生することがある。歪まれた信号を
受信側で正しく受信するためには、チャネル情報を用いて受信信号から歪みを補正しなけ
ればならない。チャネル情報を知るには、送信側と受信側の両方で知っている信号を送信
し、該信号がチャネルを介して受信される時の歪みの度合からチャネル情報を把握る方法
を主に用いる。この信号をパイロット信号（Ｐｉｌｏｔ　Ｓｉｇｎａｌ）又は参照信号（
Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ）という。
【００７０】
　多重アンテナを用いてデータを送受信する場合には、各送信アンテナと受信アンテナ間
のチャネル状況を知ってこそ正しい信号が受信できる。そのため、各送信アンテナ別にそ
れぞれの参照信号が存在しなければならない。
【００７１】
　下りリンク参照信号は、セル内の全ての端末が共有する共用参照信号（Ｃｏｍｍｏｎ　
Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ；ＣＲＳ）と特定端末のみのための専用参照信号（Ｄ
ｅｄｉｃａｔｅｄ　Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ；ＤＲＳ）がある。このような参
照信号によってチャネル推定及び復調のための情報を提供することができる。ＣＲＳは、
物理アンテナ端のチャネルを推定するために用いられ、セル内における全ての端末（ＵＥ
）が共通に受信し得る参照信号で、全帯域にわたって分布する。チャネル状態情報（ＣＳ
Ｉ）獲得及びデータ復調の目的でＣＲＳを用いることができる。
【００７２】
　受信側（端末）は、ＣＲＳからチャネルの状態を推定して、ＣＱＩ（Ｃｈａｎｎｅｌ　
Ｑｕａｌｉｔｙ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）、ＰＭＩ（Ｐｒｅｃｏｄｉｎｇ　Ｍａｔｒｉｘ　
Ｉｎｄｅｘ）及び／又はＲＩ（Ｒａｎｋ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）のようなチャネル品質に
関する指示子を送信側（基地局）にフィードバックすることができる。ＣＲＳをセル－特
定（ｃｅｌｌ－ｓｐｅｃｉｆｉｃ）参照信号と呼ぶこともできる。
【００７３】
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　一方、ＤＲＳは、ＰＤＳＣＨ上のデータの復調が必要な場合に、該当のＲＥを通じて送
信されてもよい。端末には上位層からＤＲＳの存在有無が指示され、該当のＰＤＳＣＨが
マップされた場合にのみ、ＤＲＳが有効である旨が指示されればよい。ＤＲＳを端末－特
定（ＵＥ－ｓｐｅｃｉｆｉｃ）参照信号又は復調用参照信号（Ｄｅｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ
　Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ；ＤＭＲＳ）と呼ぶこともできる。ＤＲＳ（又は端
末－特定参照信号）はデータ復調のために用いられる参照信号で、多重アンテナ送信をす
る時、特定端末に用いられるプリコーディング重み付け値を参照信号にもそのまま用いる
ことによって、端末が参照信号を受信した時に、各送信アンテナから送信されるプリコー
ディング重み付け値及び送信チャネルが結合された均等チャネル（Ｅｑｕｉｖａｌｅｎｔ
　ｃｈａｎｎｅｌ）を推定できるようにする。
【００７４】
　図４は、既存の３ＧＰＰ　ＬＴＥシステム（例えば、リリース－８）で定義するＣＲＳ
及びＤＲＳが下りリンクリソースブロック対（ＲＢ　ｐａｉｒ）上にマップされるパター
ンを示す図である。参照信号のマップされる単位としての下りリンクリソースブロック対
は、時間上で１サブフレーム×周波数上で１２副搬送波の単位で表現できる。すなわち、
１リソースブロック対は、時間上において、正規ＣＰの場合には１４個のＯＦＤＭシンボ
ル長、拡張ＣＰの場合には１２個のＯＦＤＭシンボル長を有する。図４は、正規ＣＰの場
合にリソースブロック対を示している。
【００７５】
　図４は、基地局が４個の送信アンテナを支援するシステムにおいて参照信号のリソース
ブロック対上での位置を示している。図４で、’Ｒ０’、’Ｒ１’、’Ｒ２’及び’Ｒ３
’で表示されたリソース要素（ＲＥ）は、それぞれ、アンテナポートインデックス０、１
、２及び３に対するＣＲＳの位置を表す。一方、図４で、’Ｄ’で表示されたリソース要
素はＤＲＳの位置を表す。
【００７６】
　一方、３ＧＰＰ　ＬＴＥの進展であるＬＴＥ－Ａ（Ａｄｖａｎｃｅｄ）システムでは、
高い次数（ｏｒｄｅｒ）のＭＩＭＯ（Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ｉｎｐｕｔ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ
　Ｏｕｔｐｕｔ）、多重－セル送信、進展した多重ユーザ（ＭＵ）－ＭＩＭＯなどが考慮
されており、よって、効率的な参照信号の運用と進展した送信方式を支援するためにＤＲ
Ｓベースのデータ復調を考慮している。すなわち、既存の３ＧＰＰ　ＬＴＥ（例えば、リ
リース－８）で定義するランク１ビームフォーミングのためのＤＲＳ（アンテナポートイ
ンデックス５）とは別に、追加されたアンテナを通じたデータ送信を支援するために２以
上のレイヤに対するＤＲＳ（又は、端末－特定参照信号又はＤＭＲＳ）を定義することが
できる。例えば、最大８送信アンテナポートを支援する端末－特定参照信号ポートは、ア
ンテナポート番号７乃至１２と定義され、他の参照信号と重複しないＲＥ位置で送信され
てもよい。
【００７７】
　また、ＬＴＥ－Ａシステムでは、新しいアンテナポートのためのＣＱＩ／ＰＭＩ／ＲＩ
のようなチャネル状態情報（Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｓｔａｔｅ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ；Ｃ
ＳＩ）のフィードバックに関するＲＳを別途にＣＳＩ－ＲＳと定義することもできる。例
えば、最大８送信アンテナポートを支援するＣＳＩ－ＲＳポートは、アンテナポート番号
１５乃至２２と定義され、他の参照信号と重複しないＲＥ位置で送信されてもよい。
【００７８】
　上りリンクサブフレーム構造
　図５は、上りリンクサブフレームの構造を示す図である。
【００７９】
　図５を参照すると、上りリンク（ＵＬ）サブフレームは、周波数ドメインで制御領域と
データ領域とに区別されている。一つ又は複数のＰＵＣＣＨ（ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｕｐｌ
ｉｎｋ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｃｈａｎｎｅｌ）が上りリンク制御情報（ｕｐｌｉｎｋ　ｃｏ
ｎｔｒｏｌ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ、ＵＣＩ）を運ぶために、上記制御領域に割り当て
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られてもよい。一つ又は複数のＰＵＳＣＨ（ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｕｐｌｉｎｋ　ｓｈａｒ
ｅｄ　ｃｈａｎｎｅｌ）がユーザデータを運ぶために、ＵＬサブフレームのデータ領域に
割り当てられてもよい。
【００８０】
　ＵＬサブフレームではＤＣ（Ｄｉｒｅｃｔ　Ｃｕｒｒｅｎｔ）副搬送波から遠く離れた
副搬送波が制御領域として活用される。言い換えると、ＵＬ送信帯域幅の両端部に位置す
る副搬送波が上りリンク制御情報の送信に割り当てられる。ＤＣ副搬送波は、信号送信に
用いられずに残される成分で、周波数アップ変換過程で搬送波周波数ｆ０にマップされる
。一つのＵＥに対するＰＵＣＣＨは一つのサブフレームにおいて、一つの搬送波周波数で
動作するリソースに属したＲＢ対に割り当てられ、該ＲＢ対に属したＲＢは２つのスロッ
トでそれぞれ異なる副搬送波を占有する。このように割り当てられるＰＵＣＣＨを、ＰＵ
ＣＣＨに割り当てられたＲＢ対がスロット境界で周波数ホッピングすると表現する。ただ
し、周波数ホッピングが適用されない場合には、ＲＢ対が同一の副搬送波を占有する。
【００８１】
　ＰＵＣＣＨは、次の制御情報を送信するために用いることができる。
【００８２】
　－ＳＲ（Ｓｃｈｅｄｕｌｉｎｇ　Ｒｅｑｕｅｓｔ）：上りリンクＵＬ－ＳＣＨリソース
を要請するために用いられる情報である。ＯＯＫ（Ｏｎ－Ｏｆｆ　Ｋｅｙｉｎｇ）方式を
用いて送信される。
【００８３】
　－ＨＡＲＱ－ＡＣＫ：ＰＤＣＣＨに対する応答及び／又はＰＤＳＣＨ上の下りリンクデ
ータパケット（例、コードワード）に対する応答である。ＰＤＣＣＨ或いはＰＤＳＣＨが
成功的に受信されたか否かを示す。単一下りリンクコードワードに対する応答としてＨＡ
ＲＱ－ＡＣＫ　１ビットが送信され、２つの下りリンクコードワードに対する応答として
ＨＡＲＱ－ＡＣＫ　２ビットが送信される。ＨＡＲＱ－ＡＣＫ応答は、ポジティブＡＣＫ
（簡単に、ＡＣＫ）、ネガティブＡＣＫ（以下、ＮＡＣＫ）、ＤＴＸ（Ｄｉｓｃｏｎｔｉ
ｎｕｏｕｓ　Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ）又はＮＡＣＫ／ＤＴＸを含む。ここで、ＨＡＲ
Ｑ－ＡＣＫという用語は、ＨＡＲＱ　ＡＣＫ／ＮＡＣＫ、ＡＣＫ／ＮＡＣＫと同じ意味で
使われる。
【００８４】
　－ＣＳＩ（Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｓｔａｔｅ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）：下りリンクチャ
ネルに対するフィードバック情報（ｆｅｅｄｂａｃｋ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）である
。ＭＩＭＯ（Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ｉｎｐｕｔ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ｏｕｔｐｕｔ）－関連
フィードバック情報は、ＲＩ（Ｒａｎｋ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）及びＰＭＩ（Ｐｒｅｃｏ
ｄｉｎｇ　Ｍａｔｒｉｘ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）を含む。
【００８５】
　ＵＥがサブフレームで送信できる上りリンク制御情報（ＵＣＩ）の量は、制御情報送信
に可用なＳＣ－ＦＤＭＡの個数に依存する。ＵＣＩに可用なＳＣ－ＦＤＭＡは、サブフレ
ームで参照信号送信のためのＳＣ－ＦＤＭＡシンボルを除く残りのＳＣ－ＦＤＭＡシンボ
ルを意味し、ＳＲＳ（Ｓｏｕｎｄｉｎｇ　Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ）が構成さ
れたサブフレームでは、サブフレームの末尾のＳＣ－ＦＤＭＡシンボルも除外される。参
照信号はＰＵＣＣＨのコヒーレント（ｃｏｈｅｒｅｎｔ）検出に用いられる。ＰＵＣＣＨ
は、送信される情報に応じて様々なフォーマットを支援する。
【００８６】
　簡略に説明すると、ＰＵＣＣＨフォーマット１は、スケジューリング要請（ＳＲ）の送
信に用いられ、ＰＵＣＣＨフォーマット１ａ／１ｂは、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報を送信する
ために用いられ、ＰＵＣＣＨフォーマット２は、ＣＱＩ／ＰＭＩ／ＲＩなどのチャネル状
態情報（ｃｈａｎｎｅｌ　ｓｔａｔｅ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ、ＣＳＩ）を運ぶために
用いられ、ＰＵＣＣＨフォーマット２ａ／２ｂは、ＣＳＩと共にＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報を
運ぶために用いられ、ＰＵＣＣＨフォーマット３系列は主にＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報を送信
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するために用いられる。
【００８７】
　ＵＣＩ送信
　図６乃至図１０は、ＰＵＣＣＨフォーマット１系列、ＰＵＣＣＨフォーマット２系列及
びＰＵＣＣＨフォーマット３系列を用いたＵＣＩ送信を例示する図である。
【００８８】
　３ＧＰＰ　ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａシステムにおいて正規ＣＰを有する一つのサブフレーム
は、２個のスロットで構成され、それぞれのスロットは、７個のＯＦＤＭシンボル（又は
、ＳＣ－ＦＤＭＡシンボル）を含む。拡張ＣＰを有するサブフレームは、２個のスロット
で構成され、それぞれのスロットは６個のＯＦＤＭシンボル（又は、ＳＣ－ＦＤＭＡシン
ボル）を含む。ＣＰ長によってサブフレーム別ＯＦＤＭシンボル（又は、ＳＣ－ＦＤＭＡ
シンボル）の個数が異なるため、ＣＰ長によってＵＬサブフレームでＰＵＣＣＨが送信さ
れる構造も異なってくる。したがって、ＰＵＣＣＨフォーマットとＣＰ長によって、ＵＥ
がＵＬサブフレームでＵＣＩを送信する方法も異なってくる。
【００８９】
　図６及び図７を参照すると、ＰＵＣＣＨフォーマット１ａ及び１ｂを用いて送信される
制御情報は、同一内容の制御情報がサブフレーム内でスロット単位で反復される。各ＵＥ
でＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号は、ＣＧ－ＣＡＺＡＣ（Ｃｏｍｐｕｔｅｒ－Ｇｅｎｅｒａｔｅｄ
　Ｃｏｎｓｔａｎｔ　Ａｍｐｌｉｔｕｄｅ　Ｚｅｒｏ　Ａｕｔｏ　Ｃｏｒｒｅｌａｔｉｏ
ｎ）シーケンスの互いに異なる循環シフト（Ｃｙｃｌｉｃ　Ｓｈｉｆｔ；ＣＳ）と直交カ
バーコード（Ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　Ｃｏｖｅｒ　Ｃｏｄｅ；ＯＣＣ）で構成された互い
に異なるリソースを通じて送信される。ＣＳは周波数ドメインコードに該当し、ＯＣＣは
時間ドメイン拡散コードに該当し得る。直交カバーコードは直交シーケンスということも
できる。ＯＣＣは、例えば、ウォルシュ（Ｗａｌｓｈ）／ＤＦＴ（Ｄｉｓｃｒｅｔｅ　Ｆ
ｏｕｒｉｅｒ　Ｔｒａｎｓｆｏｒｍ）直交コードを含む。ＣＳの個数が６個、ＯＣＣの個
数が３個であれば、単一アンテナポートを基準に総１８個のＰＵＣＣＨを同一ＰＲＢ（Ｐ
ｈｙｓｉｃａｌ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｂｌｏｃｋ）内で多重化できる。直交シーケンスｗ

０、ｗ１、ｗ２、ｗ３は、ＦＦＴ（Ｆａｓｔ　Ｆｏｕｒｉｅｒ　Ｔｒａｎｓｆｏｒｍ）変
調後に任意の時間ドメインで適用されてもよく、又はＦＦＴ変調前に任意の周波数ドメイ
ンで適用されてもよい。３ＧＰＰ　ＬＴＥ／ＬＴＥ－ＡシステムにおいてＡＣＫ／ＮＡＣ
Ｋ送信のためのＰＵＣＣＨリソースは、時間－周波数リソース（例えば、ＰＲＢ）の位置
、周波数拡散のためのシーケンスの循環シフト（ｃｙｃｌｉｃ　ｓｈｉｆｔ）及び時間拡
散のための直交コード（又は、準－直交コード）の組合せで表現され、各ＰＵＣＣＨリソ
ースはＰＵＣＣＨリソースインデックス（ＰＵＣＣＨインデックスともいう）を用いて指
示される。ＳＲ（Ｓｃｈｅｄｕｌｉｎｇ　Ｒｅｑｕｅｓｔ）送信のためのＰＵＣＣＨフォ
ーマット１系列のスロットレベル構造は、ＰＵＣＣＨフォーマット１ａ及び１ｂと同一で
あり、その変調方法だけが異なる。
【００９０】
　図８は、正規ＣＰを有するＵＬスロットにおいてＰＵＣＣＨフォーマット２／２ａ／２
ｂを用いてチャネル状態情報（ｃｈａｎｎｅｌ　ｓｔａｔｅ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ、
ＣＳＩ）を送信する例を示す。図９は、拡張ＣＰを有するＵＬスロットにおいてＰＵＣＣ
Ｈフォーマット２／２ａ／２ｂを用いてチャネル状態情報を送信する例を示す。
【００９１】
　図８及び図９を参照すると、正規ＣＰの場合、一つのＵＬサブフレームは、ＵＬ参照信
号（ＲＳ）を運ぶシンボルを除いて１０個のＳＣ－ＦＤＭＡシンボルで構成される。チャ
ネル状態情報はブロックコーディングを通じて１０個の送信シンボル（複素変調シンボル
（ｃｏｍｐｌｅｘ－ｖａｌｕｅｄ　ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ　ｓｙｍｂｏｌ）という）に符
号化（ｃｏｄｉｎｇ）される。この１０個の送信シンボルはそれぞれ上記１０個のＳＣ－
ＦＤＭＡシンボルにマップされてｅＮＢに送信される。
【００９２】
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　ＰＵＣＣＨフォーマット１／１ａ／１ｂ及びＰＵＣＣＨフォーマット２／２ａ／２ｂは
一定ビット数までしかＵＣＩを運ぶことができない。しかし、搬送波集約（Ｃａｒｒｉｅ
ｒ　Ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎ）、アンテナ個数の増加、ＴＤＤシステム、中継機（Ｒｅｐ
ｌａｙ）システム、多重ノードシステムの導入からＵＣＩの量が増えることに伴って、Ｐ
ＵＣＣＨフォーマット１／１ａ／１ｂ／２／２ａ／２ｂに比べてより多量のＵＣＩを運ぶ
ことができるＰＵＣＣＨフォーマットが導入された。これをＰＵＣＣＨフォーマット３と
いう。例えば、ＰＵＣＣＨフォーマット３は、搬送波集約が設定されているＵＥが複数の
下りリンク搬送波を通じてｅＮＢから受信した複数のＰＤＳＣＨに対する複数のＡＣＫ／
ＮＡＣＫを特定上りリンク搬送波を通じて送信するときに用いることができる。
【００９３】
　ＰＵＣＣＨフォーマット３は、例えば、ブロック－拡散に基づいて構成することができ
る。図１０を参照すると、ブロック－拡散技法は、シンボルシーケンスをＯＣＣ（又は、
直交シーケンス）によって時間－ドメイン拡散して送信する。ブロック－拡散技法によれ
ば、ＯＣＣによって複数ＵＥの制御信号を同一ＲＢに多重化してｅＮＢに送信することが
できる。ＰＵＣＣＨフォーマット２の場合、一つのシンボルシーケンスが時間－ドメイン
にわたって送信されるが、ＵＥのＵＣＩがＣＡＺＡＣシーケンスの循環シフト（ＣＣＳ）
を用いて多重化されてｅＮＢに送信される。これに対し、ブロック－拡散ベースの新しい
ＰＵＣＣＨフォーマット（例えば、ＰＵＣＣＨフォーマット３）では、一つのシンボルシ
ーケンスが周波数－ドメインにわたって送信されるが、ＵＥのＵＣＩがＯＣＣベースの時
間－ドメイン拡散を用いて多重化されてｅＮＢに送信される。例えば、図８を参照すると
、一つのシンボルシーケンスが長さ－５（すなわち、ＳＦ＝５）のＯＣＣによって拡散さ
れて５個のＳＣ－ＦＤＭＡシンボルにマップされる。図１０では、１個のスロットにおい
て総２個のＲＳシンボルが用いられる場合が例示されているが、３個のＲＳシンボルが用
いられ、ＳＦ＝４のＯＣＣがシンボルシーケンスの拡散及びＵＥ多重化に用いられてもよ
い。ここで、ＲＳシンボルは、特定循環シフトを有するＣＡＺＡＣシーケンスから生成さ
れ、時間ドメインで複数のＲＳシンボルに特定ＯＣＣが適用された／掛けられた形態でＵ
ＥからｅＮＢに送信されてもよい。図１０で、ＤＦＴはＯＣＣ前にあらかじめ適用されて
もよく、ＤＦＴに代えてＦＦＴ（Ｆａｓｔ　Ｆｏｕｒｉｅｒ　Ｔｒａｎｓｆｏｒｍ）が適
用されてもよい。
【００９４】
　図６乃至図１０でＰＵＣＣＨ上のＵＣＩと共に送信されるＵＬ　ＲＳはｅＮＢで当該Ｕ
ＣＩの復調に用いることができる。
【００９５】
　図１１は、ＰＵＳＣＨ領域上での上りリンク制御情報及び上りリンクデータの多重化を
例示する図である。
【００９６】
　上りリンクデータは、ＵＬサブフレームのデータ領域内でＰＵＳＣＨを通じて送信する
ことができる。該上りリンクデータの復調のための参照信号（ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　ｓｉ
ｇｎａｌ、ＲＳ）であるＵＬ　ＤＭＲＳ（ＤｅＭｏｄｕｌａｔｉｏｎ　Ｒｅｆｅｒｅｎｃ
ｅ　Ｓｉｇｎａｌ）は、上りリンクデータと共にＵＬサブフレームのデータ領域で送信す
ることができる。以下、ＵＬサブフレーム内の制御領域及びデータ領域をそれぞれ、ＰＵ
ＣＣＨ領域及びＰＵＳＣＨ領域と称する。
【００９７】
　ＰＵＳＣＨ送信が割り当てられたサブフレームで上りリンク制御情報が送信されなけれ
ばならない場合、ＰＵＳＣＨとＰＵＣＣＨの同時送信が許容されない限り、ＵＥは、ＤＦ
Ｔ－拡散以前に上りリンク制御情報（ＵＣＩ）と上りリンクデータ（以下、ＰＵＳＣＨデ
ータ）を共に多重化して、多重化されたＵＬ信号をＰＵＳＣＨ上で送信する。ＵＣＩはＣ
ＱＩ／ＰＭＩ、ＨＡＲＱ　ＡＣＫ／ＮＡＣＫ及びＲＩの少なくとも一つを含む。ＣＱＩ／
ＰＭＩ、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ及びＲＩ送信に用いられるそれぞれのＲＥ個数は、ＰＵＳＣＨ
送信のために割り当てられたＭＣＳ（Ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ　ａｎｄ　Ｃｏｄｉｎｇ　Ｓ
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ｃｈｅｍｅ）及びオフセット値（△ｏｆｆｓｅｔ
ＣＱＩ、△ｏｆｆｓｅｔ

ＨＡＲＱ－ＡＣ

Ｋ、△ｏｆｆｓｅｔ
ＲＩ）に基づく。オフセット値はＵＣＩによって互いに異なるコーデ

ィングレートを許容し、上位層（例、無線リソース制御（ｒａｄｉｏ　ｒｅｓｏｕｒｃｅ
　ｃｏｎｔｒｏｌ、ＲＲＣ））シグナルによって半－静的（ｓｅｍｉ－ｓｔａｔｉｃ）に
設定される。ＰＵＳＣＨデータとＵＣＩは同一のＲＥにマップされない。ＵＣＩはサブフ
レームの２つのスロットの両方に存在するようにマップされる。
【００９８】
　図１１を参照すると、ＣＱＩ及び／又はＰＭＩ（ＣＱＩ／ＰＭＩ）リソースは、ＰＵＳ
ＣＨデータリソースの開始部分に位置し、一つの副搬送波上で全てのＳＣ－ＦＤＭＡシン
ボルに順次にマップされた後に、次の副搬送波でマッピングがなされる。ＣＱＩ／ＰＭＩ
は副搬送波内で左から右へ、すなわち、ＳＣ－ＦＤＭＡシンボルインデックスが増加する
方向にマップされる。ＰＵＳＣＨデータはＣＱＩ／ＰＭＩリソースの量（すなわち、符号
化されたシンボルの個数）を考慮してレート－マッチングされる。ＵＬ－ＳＣＨデータと
同じ変調次数（ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ　ｏｒｄｅｒ）がＣＱＩ／ＰＭＩに用いられる。Ａ
ＣＫ／ＮＡＣＫは、ＵＬ－ＳＣＨデータがマップされたＳＣ－ＦＤＭＡのリソースの一部
にパンクチャリングを通じて挿入される。ＡＣＫ／ＮＡＣＫは、ＰＵＳＣＨデータの復調
のためのＲＳであるＰＵＳＣＨ　ＲＳの隣に位置し、当該ＳＣ－ＦＤＭＡシンボル内で下
から上へ、すなわち、副搬送波インデックスが増加する方向に埋められる。正規ＣＰの場
合、同図のように、ＡＣＫ／ＮＡＣＫのためのＳＣ－ＦＤＭＡシンボルは各スロットでＳ
Ｃ－ＦＤＭＡシンボル＃２／＃５に位置する。サブフレームでＡＣＫ／ＮＡＣＫを実際に
送信するか否かによらず、符号化されたＲＩはＡＣＫ／ＮＡＣＫのためのシンボルの隣に
位置する。
【００９９】
　３ＧＰＰ　ＬＴＥにおいてＵＣＩはＰＵＳＣＨデータ無しでＰＵＳＣＨ上で送信される
ようにスケジューリングされてもよい。ＡＣＫ／ＮＡＣＫ、ＲＩ及びＣＱＩ／ＰＭＩを多
重化することは、図１１におけると同様である。ＰＵＳＣＨデータのない制御シグナリン
グのためのチャネルコーディング及びレートマッチングは、上述したＰＵＳＣＨデータが
ある制御シグナリングの場合と同一である。
【０１００】
　図１１で、ＰＵＳＣＨ　ＲＳは、ＰＵＳＣＨ領域で送信されるＵＣＩ及び／又はＰＵＳ
ＣＨデータの復調に用いることができる。本発明で、ＰＵＣＣＨ送信に関連したＵＬ　Ｒ
Ｓ及びＰＵＳＣＨ送信に関連したＰＵＳＣＨ　ＲＳをＤＭＲＳと総称する。
【０１０１】
　一方、図示してはいないが、ＰＵＳＣＨ領域にはサウンディング参照信号（Ｓｏｕｎｄ
ｉｎｇ　Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ；ＳＲＳ）が割り当てられてもよい。ＳＲＳ
は、ＰＵＳＣＨ或いはＰＵＣＣＨの送信に関連していないＵＬ参照信号であり、時間ドメ
インではＵＬサブフレームの末尾に位置するＳＣ－ＦＤＭＡシンボル、周波数ドメインで
はＵＬサブフレームのデータ送信帯域、すなわち、ＰＵＳＣＨ領域上で送信される。ｅＮ
Ｂは、自身とＵＥ間の上りリンクチャネル状態をＳＲＳを用いて測定することができる。
同一サブフレームの末尾のＳＣ－ＦＤＭＡシンボルで送信／受信される複数ＵＥのＳＲＳ
は周波数位置／シーケンスによって区別可能である。
【０１０２】
　上りリンク参照信号
　ＰＵＣＣＨ領域で送信されるＤＭＲＳ、ＰＵＳＣＨ領域で送信されるＤＭＲＳ、ＳＲＳ
は、特定ＵＥによってＵＥ－特定的に生成されてｅＮＢに送信されるため、上りリンクＵ
Ｅ－特定的ＲＳと見なすことができる。
【０１０３】
　上りリンクＲＳは、所定の規則に従う基本シーケンスの循環シフトによって定義される
。例えば、ＲＳシーケンスｒｕ，ｖ

（α）（ｎ）は、次式によって基本シーケンスｒｕ，

ｖ（ｎ）の循環シフトαによって定義される。
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【０１０４】
【数１】

　ここで、Ｍｓｃ
ＲＳはＲＳシーケンスの長さを表し、Ｍｓｃ

ＲＳ＝ｍ・Ｎｓｃ
ＲＢであ

り、１≦ｍ≦ＮＲＢ
ｍａｘ，ＵＬである。Ｎｓｃ

ＲＢの整数倍で表現されるＮＲＢ
ｍａｘ

，ＵＬは、最大の上りリンク帯域幅の構成を意味する。また、Ｎｓｃ
ＲＢはリソースブロ

ックのサイズであり、副搬送波の個数で表現される。複数のＲＳシーケンスが異なる循環
シフト値（α）を通じて一つの基本シーケンスから定義され得る。ＤＭＲＳ及びＳＲＳの
ために複数の基本シーケンスが定義される。例えば、基本シーケンスはルート（ｒｏｏｔ
）Ｚａｄｏｆｆ－Ｃｈｕシーケンスを用いて定義できる。基本シーケンスｒｕ，ｖ（ｎ）
はグループに分けられる。各基本シーケンスグループは一つ以上の基本シーケンスを含む
。例えば、各基本シーケンスグループは、各長さがＭｓｃ

ＲＳ＝ｍ・Ｎｓｃ
ＲＢ（１≦ｍ

≦５）である一つの基本シーケンス（ｖ＝０）及び各長さがＭｓｃ
ＲＳ＝ｍ・Ｎｓｃ

ＲＢ

（６≦ｍ≦Ｎｓｃ
ＲＢ）である２つの基本シーケンスを含むことができる。ｒｕ，ｖ（ｎ

）で、ｕ∈｛０，１，…，２９｝はグループ番号（すなわち、グループインデックス）で
あり、ｖは、当該グループ内の基本シーケンス番号（すなわち、基本シーケンスインデッ
クス）を表し、各基本シーケンスグループ番号及び当該グループ内の基本シーケンス番号
は、時間によって変化してもよい。
【０１０５】
　スロットｎｓでのシーケンスグループ番号ｕは、次式によって、グループホッピングパ
ターンｆｇｈ（ｎｓ）及びシーケンスシフト（ｓｅｑｕｅｎｃｅ　ｓｈｉｆｔ）パターン
ｆｓｓによって定義される。
【０１０６】

【数２】

　上記の式２で、ｍｏｄはモジューロ（ｍｏｄｕｌｏ）演算を意味し、Ａ　ｍｏｄ　Ｂは
ＡをＢで割った余りを意味する。
【０１０７】
　互いに異なる複数個（例えば、３０個）のホッピングパターン及び互いに異なる複数個
（例えば、１７個）のシーケンスシフトパターンがある。シーケンスグループホッピング
は、上位レイヤによって与えられるセル－特定的パラメータによって可能化（ｅｎａｂｌ
ｅｄ）或いは不能化（ｄｉｓａｂｌｅｄ）することができる。
【０１０８】
　グループホッピングパターンｆｇｈ（ｎｓ）はＰＵＳＣＨ及びＰＵＣＣＨに対して次式
によって与えられる。
【０１０９】
【数３】

　ここで、擬似－任意シーケンス（ｐｓｅｕｄｏ－ｒａｎｄｏｍ　ｓｅｑｕｅｎｃｅ）ｃ
（ｉ）は、長さ－３１ゴールド（Ｇｏｌｄ）シーケンスによって定義できる。長さＭＰＮ

の出力シーケンスｃ（ｎ）（ここで、ｎ＝０，１，…，ＭＰＮ－１）は、次式によって定
義される。



(25) JP 5941560 B2 2016.6.29

10

20

30

40

50

【０１１０】
【数４】

　ここで、ＮＣ＝１６００であり、一番目のｍ－シーケンスはｘ１（０）＝１、ｘ１（ｎ
）＝０、ｎ＝１，２，…，３０に初期化（ｉｎｉｔｉａｌｉｚｅ）される。二番面のｍ－
シーケンスの初期化は、上記シーケンスの適用（ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ）に依存する値
を有する次式によって表示される。
【０１１１】
【数５】

　上記の式３で、擬似－任意シーケンス生成器は、各無線フレームの開始時に次式による
ｃｉｎｉｔに初期化される。
【０１１２】

【数６】

　上記の式６で、
【０１１３】

【化３２】

はｆｌｏｏｒ演算を意味し、
【０１１４】
【化３３】

はＡより小さい又は等しい最大の整数を表す。
【０１１５】
　現在３ＧＰＰ　ＬＴＥ（－Ａ）標準によれば、ＰＵＣＣＨとＰＵＳＣＨは上記の式３に
よって同一のグループホッピングパターンを有するが、互いに異なるシーケンスシフトパ
ターンを有する。ＰＵＣＣＨに対するシーケンスシフトパターンｆｓｓ

ＰＵＣＣＨは、セ
ル識別情報（ｃｅｌｌ　ｉｄｅｎｔｉｔｙ；ｃｅｌｌ　ＩＤ）に基づいて次式によって与
えられる。
【０１１６】
【数７】

　ＰＵＳＣＨに対するシーケンスシフトパターンｆｓｓ
ＰＵＳＣＨは、ＰＵＣＣＨに対す

るシーケンスシフトパターンｆｓｓ
ＰＵＣＣＨ及び上位層によって構成される値（△ｓｓ
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【０１１７】
【数８】

　ここで、△ｓｓ∈｛０，１，…，２９｝である。
【０１１８】
　基本シーケンスホッピングは、長さＭｓｃ

ＲＳ≧６Ｎｓｃ
ＲＢであるＲＳのみに適用さ

れる。Ｍｓｃ
ＲＳ＜６Ｎｓｃ

ＲＢであるＲＳに対して、基本シーケンスグループ内の基本
シーケンス番号ｖはｖ＝０によって与えられる。Ｍｓｃ

ＲＳ≧６Ｎｓｃ
ＲＢであるＲＳに

対して、スロットｎｓで基本シーケンスグループ内の基本シーケンス番号ｖは、グループ
ホッピングが不能化され、シーケンスホッピングが可能化された場合にはｖ＝ｃ（ｎｓ）
と定義され、それともｖ＝０と定義される。ここで、擬似－任意シーケンスｃ（ｉ）は上
記の式４によって与えられる。擬似－任意シーケンス生成器は、各無線フレームの開始時
において次式によるｃｉｎｉｔに初期化される。
【０１１９】

【数９】

　図６乃至図１０のＵＬ　ＲＳ（以下、ＰＵＣＣＨ　ＤＭＲＳ）のシーケンスｒＰＵＣＣ

Ｈ
（ｐ）（・）は、次式によって与えられる。

【０１２０】
【数１０】

　ここで、ｍ＝０，…，ＮＲＳ
ＰＵＣＣＨ－１で、ｎ＝０，…，Ｍｓｃ

ＲＳ－１で、ｍ’
＝０，１である。ＮＲＳ

ＰＵＣＣＨは、ＰＵＣＣＨのためのスロット当たりの参照シンボ
ルの個数を意味し、Ｐは、ＰＵＣＣＨ送信のために用いられるアンテナポートの個数であ
る。シーケンスｒｕ，ｖ

（α＿ｐ）（ｎ）は、Ｍｓｃ
ＲＳ＝１２を有する式１によって与

えられ、ここで、循環シフトα＿ｐは、ＰＵＣＣＨフォーマットによって決定される。
【０１２１】
　いかなるＰＵＣＣＨフォーマットも、セル－特定ＣＳである
【０１２２】
【化３４】

を用いる。
【０１２３】

【化３５】

は、シンボル番号ｌ及びスロット番号ｎｓによって互いに異なる値を有し、
【０１２４】
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【化３６】

によって決定される。ここで、擬似－任意シーケンスｃ（ｉ）は各無線フレームの開始時
に
【０１２５】

【化３７】

によって初期化される。
【０１２６】
　ＰＵＣＣＨフォーマット２ａ及び２ｂに対して、ｚ（ｍ）はｍ＝１に対してｄ（１０）
と同一であり、他の場合に対してｚ（ｍ）＝１である。正規ＣＰのみのために支援される
ＰＵＣＣＨフォーマット２ａ及び２ｂに対してＵＣＩ情報ビットｂ（０），…，ｂ（Ｍｂ

ｉｔ－１）のうちｂ（２０），…，ｂ（Ｍｂｉｔ－１）は、次の表１のように変調され、
ＰＵＣＣＨフォーマット２ａ及び２ｂのための参照信号の生成に用いられる単一変調シン
ボルｄ（１０）となる。
【０１２７】
【表１】

　図１１のＰＵＳＣＨ　ＲＳ（以下、ＰＵＳＣＨ　ＤＭ　ＲＳ）は、各レイヤ別に送信さ
れる。レイヤλ∈｛０，１，…，υ－１｝に関連したＰＵＳＣＨ　ＤＭ　ＲＳシーケンス
ｒＰＵＳＣＨ

（ｐ）（・）は、次式によって与えられる。
【０１２８】

【数１１】

　ここで、ｍ＝０，１で、ｎ＝０，…，Ｍｓｃ
ＲＳ－１で、Ｍｓｃ

ＲＳ＝Ｍｓｃ
ＰＵＳＣ

Ｈである。Ｍｓｃ
ＰＵＳＣＨは、上りリンク送信のためにスケジューリングされた帯域幅

であって、副搬送波の個数を意味する。直交シーケンスｗ（λ）（ｍ）は当該ＰＵＳＣＨ
送信に関連した送信ブロックのための最も最近の上りリンク－関連ＤＣＩ内の循環シフト
フィールドを用いて次の表２によって与えられ得る。表２は、上りリンク－関連ＤＣＩフ
ォーマット内の循環シフトフィールドのｎＤＭＲＳ，λ

（２）及び［ｗ（λ）（０）ｗ（

λ）（１）］へのマッピングを例示するものである。
【０１２９】
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　スロットｎｓでの循環シフトα＿λは、２πｎｃｓ，λ／１２と与えられる。ここで、
ｎｃｓ，λ＝（ｎＤＭＲＳ

（１）＋ｎＤＭＲＳ，λ
（２）＋ｎＰＮ（ｎｓ））ｍｏｄ１２

である。ｎＤＭＲＳ
（１）は、上位層シグナリングによって与えられる循環シフト（ｃｙ

ｃｌｉｃ　Ｓｈｉｆｔ）パラメータによって次の表３によって与えられる。表３は、上位
層シグナリングによる循環シフトのｎＤＭＲＳ（１）へのマッピングを示すものである。
【０１３０】

【表３】

　ｎＰＮ（ｎｓ）は、セル－特定的擬似－任意シーケンスｃ（ｉ）を用いる、次式によっ
て与えられる。
【０１３１】
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【数１２】

　ここで、擬似－任意シーケンスｃ（ｉ）は、式４によって定義される。擬似－任意シー
ケンス生成器は、各無線フレームの開始時に、次式によるｃｉｎｉｔに初期化される。
【０１３２】

【数１３】

　一方、ＳＲＳシーケンスｒＳＲＳ
（ｐ）（ｎ）＝ｒｕ，ｖ

（α＿ｐ）（ｎ）は、式１に
よって定義される。ここで、ｕは、上のグループホッピングで説明されたＰＵＣＣＨシー
ケンス－グループ番号であり、ｖは、上のシーケンスホッピングで説明された基本シーケ
ンス番号である。ＳＲＳの循環シフトα＿ｐは次のように与えられる。
【０１３３】

【数１４】

　ここで、ｎＳＲＳ
ｃｓ＝｛０，１，２，３，４，５，６，７｝は、上位層パラメータに

よって各ＵＥに対して構成される値であり、周期的サウンディングと非周期的サウンディ
ングの各構成に対してそれぞれ異なった上位層パラメータによって構成される。Ｎａｐは
、ＳＲＳ送信のために用いられるアンテナポートの個数を表す。
【０１３４】
　協調マルチポイント（Ｃｏｏｒｄｉｎａｔｅｄ　Ｍｕｌｔｉ－Ｐｏｉｎｔ：ＣｏＭＰ）
　３ＧＰＰ　ＬＴＥ－Ａシステムの改善されたシステム性能要求条件に応じて、ＣｏＭＰ
送受信技術（ｃｏ－ＭＩＭＯ、共同（ｃｏｌｌａｂｏｒａｔｉｖｅ）ＭＩＭＯ又はネット
ワークＭＩＭＯなどと表現されることもある）が提案されている。ＣｏＭＰ技術は、セル
－境界（ｃｅｌｌ－ｅｄｇｅ）に位置している端末の性能を増大させ、平均セクター収率
（ｔｈｒｏｕｇｈｐｕｔ）を増大させることができる。
【０１３５】
　一般に、周波数再使用因子（ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ｒｅｕｓｅ　ｆａｃｔｏｒ）が１で
ある多重－セル環境において、セル－間干渉（Ｉｎｔｅｒ－Ｃｅｌｌ　Ｉｎｔｅｒｆｅｒ
ｅｎｃｅ；ＩＣＩ）によって、セル－境界に位置している端末の性能と平均セクター収率
が減少することがある。このようなＩＣＩを低減するために、既存のＬＴＥシステムでは
、端末特定電力制御を用いた部分周波数再使用（ｆｒａｃｔｉｏｎａｌ　ｆｒｅｑｕｅｎ
ｃｙ　ｒｅｕｓｅ；ＦＦＲ）のような単純な受動的な技法を用いて、干渉により制限を受
けた環境においてセル－境界に位置している端末が適切な収率性能を有するようにする方
法を適用してきた。しかし、セル当たりの周波数リソース使用を減らすよりは、ＩＣＩを
低減したり、ＩＣＩを端末の所望する信号として再使用する方がより好ましいだろう。こ
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のような目的を達成するために、ＣｏＭＰ送信技法を適用することができる。
【０１３６】
　下りリンクにおいて適用可能なＣｏＭＰ技法は、ジョイント－プロセシング（ｊｏｉｎ
ｔ　ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ；ＪＰ）技法と調整スケジューリング／ビームフォーミング（
ｃｏｏｒｄｉｎａｔｅｄ　ｓｃｈｅｄｕｌｉｎｇ／ｂｅａｍｆｏｒｍｉｎｇ；ＣＳ／ＣＢ
）技法とに大別できる。
【０１３７】
　ＪＰ技法は、ＣｏＭＰ協調単位のそれぞれのポイント（基地局）でデータを利用するこ
とができる。ＣｏＭＰ協調単位は、協調送信技法に用いられる基地局の集合を意味する。
ＪＰ技法は、ジョイント送信（Ｊｏｉｎｔ　Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ）技法と動的セル
選択（Ｄｙｎａｍｉｃ　ｃｅｌｌ　ｓｅｌｅｃｔｉｏｎ）技法とに分類できる。
【０１３８】
　ジョイント送信技法は、ＰＤＳＣＨが１回に複数個のポイント（ＣｏＭＰ協調単位の一
部又は全部）から送信される技法のことをいう。すなわち、単一端末に送信されるデータ
を複数個の送信ポイントから同時に送信することができる。ジョイント送信技法によれば
、コヒーレントに（ｃｏｈｅｒｅｎｔｌｙ）又はノン－コヒーレントに（ｎｏｎ－ｃｏｈ
ｅｒｅｎｔｌｙ）受信信号の品質を向上させることができ、また、他の端末に対する干渉
を能動的に消去することもできる。
【０１３９】
　動的セル選択技法は、ＰＤＳＣＨが１回に（ＣｏＭＰ協調単位の）一つのポイントから
送信される技法のことをいう。すなわち、特定時点で単一端末に送信されるデータは一つ
のポイントから送信し、その時点に協調単位内の他のポイントは当該端末に対してデータ
送信をしない。また、当該端末にデータを送信するポイントは動的に選択できる。
【０１４０】
　一方、ＣＳ／ＣＢ技法によれば、ＣｏＭＰ協調単位が単一端末に対するデータ送信のビ
ームフォーミングを協調的に行うことができる。ここで、データはサービングセルからの
み送信するが、ユーザスケジューリング／ビームフォーミングは当該ＣｏＭＰ協調単位の
セルの調整によって決定することができる。
【０１４１】
　一方、上りリンクの場合に、調整（ｃｏｏｒｄｉｎａｔｅｄ）多重－ポイント受信は、
地理的に離れた複数個のポイントの調整によって送信された信号を受信することを意味す
る。上りリンクにおいて適用可能なＣｏＭＰ技法は、ジョイント受信（Ｊｏｉｎｔ　Ｒｅ
ｃｅｐｔｉｏｎ；ＪＲ）と調整スケジューリング／ビームフォーミング（ｃｏｏｒｄｉｎ
ａｔｅｄ　ｓｃｈｅｄｕｌｉｎｇ／ｂｅａｍｆｏｒｍｉｎｇ；ＣＳ／ＣＢ）とに大別でき
る。
【０１４２】
　ＪＲ技法は、ＰＵＳＣＨを介して送信された信号が複数個の受信ポイントで受信される
ことを意味し、ＣＳ／ＣＢ技法は、ＰＵＳＣＨが一つのポイントでのみ受信されるが、ユ
ーザスケジューリング／ビームフォーミングはＣｏＭＰ協調単位のセルの調整によって決
定されることを意味する。
【０１４３】
　このようなＣｏＭＰシステムを用いれば、端末は多重－セル基地局（Ｍｕｌｔｉ－ｃｅ
ｌｌ　ｂａｓｅｓｔａｔｉｏｎ）から共同にデータ支援を受けることができる。また、各
基地局は、同一の無線周波数リソース（Ｓａｍｅ　Ｒａｄｉｏ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｒ
ｅｓｏｕｒｃｅ）を用いて一つ以上の端末を同時に支援することによって、システムの性
能を向上させることができる。また、基地局は、基地局と端末間のチャネル状態情報に基
づいて空間分割多元接続（Ｓｐａｃｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅ
ｓｓ：ＳＤＭＡ）方法を行うこともできる。
【０１４４】
　ＣｏＭＰシステムにおいてサービング基地局及び一つ以上の協調基地局はバックボーン
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ネットワーク（Ｂａｃｋｂｏｎｅ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）を通じてスケジューラ（ｓｃｈｅｄ
ｕｌｅｒ）に接続する。スケジューラは、バックボーンネットワークを通じて、各基地局
が測定した各端末及び協調基地局間のチャネル状態に関するチャネル情報をフィードバッ
ク受けて動作することができる。例えば、スケジューラは、サービング基地局及び一つ以
上の協調基地局に対して協調的ＭＩＭＯ動作のための情報をスケジューリングすることが
できる。すなわち、スケジューラが各基地局に協調的ＭＩＭＯ動作に対する指示を直接下
すことができる。
【０１４５】
　上述した通り、ＣｏＭＰシステムは、複数個のセルを一つのグループにまとめて、仮想
ＭＩＭＯシステムで動作するものといえる。このＣｏＭＰシステムには基本的に、多重ア
ンテナを使用するＭＩＭＯシステムの通信技法を適用することができる。
【０１４６】
　改善された上りリンク信号送信方案
　前述した式１乃至式１４を参照すると、一つのセル内に位置したＵＥは、同一ＮＩＤ

ｃ

ｅｌｌを用いてＲＳシーケンスを生成する擬似－任意シーケンス生成器を初期化する。一
つのＵＥの立場では一つのセルに向かってのみ上りリンク信号を送信するため、ＵＥはＰ
ＵＳＣＨ　ＤＭＲＳ、ＰＵＣＣＨ　ＤＭＲＳ及びＳＲＳの生成のために一つのＮＩＤ

ｃｅ

ｌｌのみを使用する。すなわち、ＵＥが一つのセルにのみ上りリンク信号を送信する既存
システムではＵＥベースのＤＭＲＳシーケンスが用いられた。言い換えると、既存通信シ
ステムでは一つのセルに対してのみ上りリンク送信を行うため、ＵＥは、サービングセル
で受信した下りリンク同期信号ＰＳＳ（Ｐｒｉｍａｒｙ　Ｓｙｎｃｈｒｏｎｉｚａｔｉｏ
ｎ　Ｓｉｇｎａｌ）及びＳＳＳ（Ｓｅｃｏｎｄａｒｙ　Ｓｙｎｃｈｒｏｎｉｚａｔｉｏｎ
　Ｓｉｇｎａｌ）に基づいてＮＩＤ

ｃｅｌｌ（すなわち、物理層（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｌ
ａｙｅｒ）セルＩＤ）を獲得し、該獲得したＮＩＤ

ｃｅｌｌを上りリンクＲＳシーケンス
の生成に用いればよい。
【０１４７】
　しかし、上りリンクＣｏＭＰ状況では、一つのＵＥが複数のセル或いは受信ポイント（
ＲＰ）に向かって上りリンク送信を行ったり、複数のセル或いはＲＰの一部に向かって上
りリンク送信を行ったりすることができる。この場合、上りリンク送信側で既存の方式に
よって生成されたＲＳシーケンスを送信すると、受信側で当該ＲＳシーケンスを検出でき
ない場合がある。
【０１４８】
　したがって、複数のセル或いは複数のＲＰがＵＥの通信に参加するＣｏＭＰ状況のため
に、互いに異なるポイントが同時にデータを受信しないとしても、互いに異なるポイント
に送信されるデータのためのＤＭＲＳの生成、リソース割当及び／又は送信方案が定義さ
れる必要がある。一つのＲＰは一つ以上のセルを通じて上りリンク信号をＵＥから受信す
ることができるが、以下では説明の便宜のために、上りリンク信号を受信するセルをＲＰ
と総称して、本発明の実施例を説明する。
【０１４９】
　本発明では、多重セル（多重ＲＰ）環境で、ＣｏＭＰ　ＵＥが上りリンクＰＵＳＣＨ送
信及び／又はＰＵＣＣＨ送信で使用するＤＭＲＳシーケンスを生成する方案について提案
する。
【０１５０】
　図１２は、ＵＬ　ＣｏＭＰ動作の一例を説明するための図である。
【０１５１】
　一つのＵＥ（すなわち、ＣｏＭＰ　ＵＥ）が複数個のセル（又は、ＲＰ）にＰＵＳＣＨ
を送信する上りリンクＣｏＭＰ動作において、上りリンクＤＭＲＳ間の相互直交性（ｍｕ
ｔｕａｌ　ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌｉｔｙ）が保障されることが重要である。仮に上りリン
クＤＭＲＳ間の直交性が保障されないと、それぞれのＲＰが上りリンクチャネルを正しく
推定できず、そのため、ＰＵＳＣＨの復調性能が大きく低下することがある。基本的には
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ＭＲＳとの直交性のために、場合によってＯＣＣを適用できる。具体的に、上りリンクＤ
ＭＲＳの基本シーケンス自体の決定はセルＩＤの関数でなければならず、ＰＵＣＣＨに対
するＤＭＲＳの基本シーケンスインデックスに相対的に△ｓｓだけのオフセットを持って
ＰＵＳＣＨに対する基本シーケンスインデックスが決定される。このとき、△ｓｓは上位
層シグナリング（例えば、ＲＲＣシグナリング）によって与えられる。すなわち、ＰＵＣ
ＣＨ　ＤＭＲＳとＰＵＳＣＨ　ＤＭＲＳの基本シーケンス生成に同一のセルＩＤが適用さ
れ、相互間に△ｓｓだけの基本シーケンスインデックスオフセットが適用される（上記の
式８参照）。例えば、△ｓｓ＝０とＲＲＣシグナリングされると、ＰＵＣＣＨとＰＵＳＣ
Ｈは、ＤＭＲＳが同一の基本シーケンスと決定されてもよい。
【０１５２】
　ＣｏＭＰ　ＵＥの場合、ＤＬサービングセルとＵＬサービングセルが異なることがある
ため、ＤＬサービングセルのセルＩＤをＵＬ　ＤＭＲＳ基本シーケンス生成にそのまま用
いることはできず、スケジューラの決定によるＲＰのセルＩＤを用いてＵＬ　ＤＭＲＳの
基本シーケンスを生成しなければならない。すなわち、サービングセルのＩＤではなく他
のセルのＩＤを用いてＵＬ　ＤＭＲＳの基本シーケンスを生成しなければならない。また
、ＭＵ－ＭＩＭＯのためにペアリング（ｐａｉｒｉｎｇ）されるＵＥを決定するときにス
ケジューリング柔軟性（ｆｌｅｘｉｂｉｌｉｔｙ）を提供するためには、ＵＬ　ＤＭＲＳ
がいずれのセルＩＤを用いて生成されるべきかを動的（ｄｙｎａｍｉｃ）に指示すること
が好ましい。例えば、図１２で、セルＡ及びセルＢのセル境界に位置しているＣｏＭＰ　
ＵＥは、複数個のＤＭＲＳ設定（セルＡに対するＤＭＲＳ設定及びセルＢに対するＤＭＲ
Ｓ設定を含む）を上位層によってシグナリングされることがある。また、チャネル状態及
び他のネットワーク側の状態によって、該ＣｏＭＰ　ＵＥはセルＡの他のＵＥ（ＵＥ－Ａ
）と一緒に共同－スケジューリング（ｃｏ－ｓｃｈｅｄｕｌｉｎｇ）されたり、セルＢの
他のＵＥ（ＵＥ－Ｂ）と一緒に共同－スケジューリングされることもある。すなわち、い
ずれのＵＥと共同スケジューリングされるかによって、当該ＵＥの属したセルのＩＤを用
いてＣｏＭＰ　ＵＥのＤＭＲＳ基本シーケンスが生成されるようにすることができ、ＤＭ
ＲＳ基本シーケンス生成のためのセルＩＤの選択又は指示は動的に行われるようにするこ
とができる。
【０１５３】
　本発明では、このような上りリンクＣｏＭＰ動作を支援するために、ＵＥ－特定上位層
シグナリング（例えば、ＲＲＣシグナリング）を通じてＰＵＳＣＨ　ＤＭＲＳシーケンス
生成に用いられるセルＩＤをＵＥに提供することができる。ここで、本発明で提案するＰ
ＵＳＣＨ　ＤＭＲＳシーケンス生成に用いられるセルＩＤは、既存の動作によるＤＭＲＳ
シーケンス生成に用いられるセルＩＤ（すなわち、物理層セルＩＤ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　
ｌａｙｅｒ　Ｃｅｌｌ　ＩＤ；ＰＣＩ）を表すパラメータであるＮＩＤ

ｃｅｌｌ）と区別
するために、ＮＩＤ

（ＰＵＳＣＨ）又はｎＩＤ
（ＰＵＳＣＨ）のようなパラメータを用い

て表現することができる。ここで、ＮＩＤ
（ＰＵＳＣＨ）又はｎＩＤ

（ＰＵＳＣＨ）は、
ＰＵＳＣＨ　ＤＭＲＳシーケンス生成のための仮想セルＩＤ（ｖｉｒｔｕａｌ　ｃｅｌｌ
　ＩＤ；ＶＣＩ）と呼ぶこともできる。ＰＵＳＣＨ　ＤＭＲＳシーケンス生成のための仮
想セルＩＤ（本文書で混同の恐れがない限り、「ＰＵＳＣＨ　ＤＭＲＳ用ＶＣＩ」と称す
る）は、物理セルＩＤ（ＰＣＩ）と同一の値を有してもよく、異なる値を有してもよい。
【０１５４】
　また、既存の動作によれば、ＰＵＳＣＨ　ＤＭＲＳに対するシーケンスシフトパターン
ｆｓｓ

ＰＵＳＣＨは、ＰＵＣＣＨに対するシーケンスシフトパターンｆｓｓ
ＰＵＣＣＨ及

び上位層によって設定されるシーケンスシフト関連オフセット値（△ｓｓ）を用いて決定
される（上記の式７及び８参照）。上記の式７のｆｓｓ

ＰＵＣＣＨを上記の式８に代入す
れば、次式１５のように整理できる。
【０１５５】
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【数１５】

　本発明では、ＰＵＳＣＨ　ＤＭＲＳ用ＶＣＩパラメータ（例えば、ＮＩＤ
（ＰＵＳＣＨ

）又はｎＩＤ
（ＰＵＳＣＨ））が用いられるように上位層によって設定される場合、上位

層によって設定される△ｓｓをそのまま使用してもよい。これを△ｓｓ設定に対する第１
方案ということができる。
【０１５６】
　又は、本発明では、ＰＵＳＣＨ　ＤＭＲＳ用ＶＣＩパラメータ（例えば、ＮＩＤ

（ＰＵ

ＳＣＨ）又はｎＩＤ
（ＰＵＳＣＨ））が用いられるように上位層によって設定される場合

、上位層によって設定される△ｓｓ値を用いるのではなく、あらかじめ定められた（又は
、あらかじめ約束された）特定△ｓｓ値を用いて（すなわち、固定された△ｓｓ値を用い
て）ＰＵＳＣＨ　ＤＭＲＳシーケンスが生成されるようにしてもよい。すなわち、ＵＥに
ＰＵＳＣＨ　ＤＭＲＳ用ＶＣＩパラメータ（例えば、ＮＩＤ

（ＰＵＳＣＨ）又はｎＩＤ
（

ＰＵＳＣＨ））が上位層を通じてシグナリングされた場合では、該ＵＥは、既存に持って
いた（又は、上位層によって設定された）△ｓｓ値を用いず、あらかじめ定義された△ｓ

ｓ値を用いるものと動作してもよい。これを、△ｓｓ設定に対する第２方案ということが
できる。
【０１５７】
　上記の△ｓｓ設定に対する第２方案の具体的な例示の一つとして、本発明では、ＰＵＳ
ＣＨ　ＤＭＲＳ用ＶＣＩパラメータ（ＮＩＤ

（ＰＵＳＣＨ）又はｎＩＤ
（ＰＵＳＣＨ））

が用いられるように上位層によって設定される場合、△ｓｓ＝０のものと動作するように
あらかじめ規則を定めておいてもよい。これを、△ｓｓ設定に対する第３方案ということ
ができる。
【０１５８】
　例えば、上記の式１５で、物理セルＩＤパラメータであるＮＩＤ

ｃｅｌｌに代えて、上
位層によってＰＵＳＣＨ　ＤＭＲＳ用ＶＣＩパラメータ（ＮＩＤ

（ＰＵＳＣＨ）又はｎＩ

Ｄ
（ＰＵＳＣＨ））が適用され、△ｓｓ＝０に設定されてもよい。これを整理すれば、次

式１６の通りである。
【０１５９】

【数１６】

　また、ＰＵＳＣＨ　ＤＭＲＳ用ＶＣＩ（ＮＩＤ
（ＰＵＳＣＨ）又はｎＩＤ

（ＰＵＳＣＨ

））として複数個の値を上位層によって設定し、上りリンクスケジューリンググラント情
報（すなわち、上りリンク－関連ＤＣＩ）を通じてこれら複数個のＰＵＳＣＨ　ＤＭＲＳ
用ＶＣＩ値のいずれかの値を用いるかを動的に指示してもよい。ここで、ＰＵＳＣＨ　Ｄ
ＭＲＳ用ＶＣＩ（ＮＩＤ

（ＰＵＳＣＨ）又はｎＩＤ
（ＰＵＳＣＨ））が上位層によって設

定される時に、それぞれのＶＣＩ値にマップされた特定△ｓｓ値が用いられるように設定
されてもよい。
【０１６０】
　また、上りリンク－関連ＤＣＩを通じてＰＵＳＣＨ　ＤＭＲＳ用ＶＣＩ（ＮＩＤ

（ＰＵ

ＳＣＨ）又はｎＩＤ
（ＰＵＳＣＨ））値のいずれか一つを動的に指示する方案として、上

りリンク－関連ＤＣＩフォーマットに仮想セルＩＤ指示目的のビットを新しく追加して明
示的に指示したり、既存のビットを再使用してもよい。例えば、上りリンク－関連ＤＣＩ
（例えば、ＤＣＩフォーマット０又は４）の既存のビットフィールドの中で、３ビットサ
イズの「Ｃａｒｒｉｅｒ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ」フィールド又は３ビットサイズの「Ｃｙ
ｃｌｉｃ　Ｓｈｉｆｔ　ｆｏｒ　ＤＭＲＳ　ａｎｄ　ＯＣＣ　ｉｎｄｅｘ」フィールドの
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状態（ｓｔａｔｅ）の一つが、ＰＵＳＣＨ　ＤＭＲＳ用ＶＣＩ（ＮＩＤ
（ＰＵＳＣＨ）又

はｎＩＤ
（ＰＵＳＣＨ））値のいずれか一つを黙示的に指示するようにマッピング関係を

定めておいてもよい。
【０１６１】
　上記の諸例示では、ＰＵＳＣＨ　ＤＭＲＳ用ＶＣＩ（すなわち、ＮＩＤ

（ＰＵＳＣＨ）

又はｎＩＤ
（ＰＵＳＣＨ））が上位層によって設定される場合について説明した。本発明

では、ＰＵＣＣＨ　ＤＭＲＳシーケンス生成において用いられる仮想セルＩＤ（以下では
、混同の恐れがない限り、ＰＵＣＣＨ　ＤＭＲＳ用ＶＣＩと称する）がＵＥ－特定上位層
シグナリング（例えば、ＲＲＣシグナリング）によって設定／提供される方案を提案する
。ＰＵＣＣＨ　ＤＭＲＳ用ＶＣＩパラメータはＮＩＤ

（ＰＵＣＣＨ）又はｎＩＤ
（ＰＵＣ

ＣＨ）と表現されてもよい。
【０１６２】
　すなわち、既存の動作では、ＰＵＳＣＨ　ＤＭＲＳのシーケンス生成とＰＵＣＣＨ　Ｄ
ＭＲＳのシーケンス生成において同一のセルＩＤ（すなわち、物理セルＩＤパラメータで
あるＮＩＤ

ｃｅｌｌ）が用いられたが、本発明では、ＰＵＳＣＨ　ＤＭＲＳ用ＶＣＩ（す
なわち、ＮＩＤ

（ＰＵＳＣＨ）又はｎＩＤ
（ＰＵＳＣＨ））とＰＵＣＣＨ　ＤＭＲＳ用Ｖ

ＣＩ（すなわち、ＮＩＤ
（ＰＵＣＣＨ）又はｎＩＤ

（ＰＵＣＣＨ））が別々に（又は、独
立して）設定される方案を提案する。
【０１６３】
　また、より簡略に表現するために、ＰＵＳＣＨ　ＤＭＲＳ用ＶＣＩとＰＵＣＣＨ　ＤＭ
ＲＳ用ＶＣＩを一つのパラメータとして
【０１６４】
【化３８】

と表現することもできる。この場合には、送信のタイプによって
【０１６５】
【化３９】

を決定することができる。
【０１６６】
【化４０】

を、ＰＵＳＣＨに関連した送信では
【０１６７】

【化４１】

又は
【０１６８】
【化４２】

と定義し、ＰＵＣＣＨに関連した送信では
【０１６９】
【化４３】
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又は
【０１７０】
【化４４】

と定義できる。ここでは
【０１７１】

【化４５】

という一つのパラメータとして表現するが、実際に
【０１７２】
【化４６】

（又は
【０１７３】
【化４７】

）と
【０１７４】

【化４８】

（又は
【０１７５】
【化４９】

）は別々のパラメータとして定義される。すなわち、
【０１７６】
【化５０】

（又は
【０１７７】

【化５１】

）と
【０１７８】
【化５２】

（又は
【０１７９】
【化５３】
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）は別々のパラメータとして上位層によって設定され得ることを理解されたい。
【０１８０】
　ＰＵＣＣＨに関連したＶＣＩ（すなわち、
【０１８１】
【化５４】

又は
【０１８２】
【化５５】

）とＰＵＳＣＨに関連したＶＣＩ（すなわち、
【０１８３】

【化５６】

又は
【０１８４】
【化５７】

）が互いに異なるように与えられる場合、一つの端末のＰＵＣＣＨ送信とＰＵＳＣＨ送信
がそれぞれ異なるＲＰに向かう動作を意味することができる。すなわち、ＰＵＣＣＨは
【０１８５】
【化５８】

又は
【０１８６】
【化５９】

に該当するＲＰに向かって送信され、ＰＵＳＣＨは
【０１８７】
【化６０】

又は
【０１８８】
【化６１】

に該当するＲＰに向かって送信される動作を意味できる。
【０１８９】
　また、ＰＵＣＣＨ　ＤＭＲＳ用ＶＣＩ（ＮＩＤ

（ＰＵＣＣＨ）又はｎＩＤ
（ＰＵＣＣＨ

））として複数個の値が上位層によって設定されてもよい。また、上りリンク－関連ＤＣ
Ｉを通じて上記複数個のＰＵＣＣＨ　ＤＭＲＳ用ＶＣＩ値のいずれかを用いるかを動的に
指示してもよい。ＰＵＣＣＨ　ＤＭＲＳ用ＶＣＩの動的指示方案として、既存の上りリン
ク－関連ＤＣＩフォーマットの特定ビットフィールドの状態を通じて黙示的に指示する方
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る。例えば、上りリンク－関連ＤＣＩフォーマット（例えば、ＤＣＩフォーマット０又は
４）の「ＨＡＲＱ　ｐｒｏｃｅｓｓ　ｎｕｍｂｅｒ」フィールド（ＦＤＤの場合３ビット
、ＴＤＤの場合４ビットで定義される）の状態のいずれか一つが、上記複数個のＰＵＣＣ
Ｈ　ＤＭＲＳ用ＶＣＩ値のいずれか一つを暗黙的に指示するようにマッピング関係を定め
ておいてもよい。又は、下りリンク割当に対するＤＣＩ（例えば、ＤＣＩフォーマット２
Ｃ）において下りリンクＤＭＲＳ（又は、ＵＥ－特定ＲＳ）に対するパラメータを指示す
るビットフィールド（例えば、３ビットサイズの「Ａｎｔｅｎｎａ　ｐｏｒｔ（ｓ）、ｓ
ｃｒａｍｂｌｉｎｇ　ｉｄｅｎｔｉｔｙ　ａｎｄ　ｎｕｍｂｅｒ　ｏｆ　ｌａｙｅｒｓ」
フィールドで指示されるスクランブリングＩＤ値を用いて下りリンクＤＭＲＳシーケンス
生成を行うことができる）の状態のいずれか一つが、上記複数個のＰＵＣＣＨ　ＤＭＲＳ
用ＶＣＩ値のいずれか一つを暗黙的に指示するようにマッピング関係を定めておいてもよ
い。
【０１９０】
　前述した本発明の例示を式にまとめると、次の通りである。
【０１９１】
　上記の式３及び式６によって上りリンクＤＭＲＳのグループホッピングパターンｆｇｈ

（ｎｓ）の決定に用いられる擬似－任意シーケンスｃ（ｉ）を生成するとき、本発明によ
れば、擬似－任意シーケンス生成器を、それぞれの無線フレームの開始時に次式によるｃ

ｉｎｉｔに初期化することができる。すなわち、上記の式６を下の式１７に代えることが
できる。
【０１９２】
【数１７】

　上記の式１７を、次式１８のように表現することもできる。
【０１９３】
【数１８】

　また、ＰＵＣＣＨ　ＤＭＲＳ用シーケンスシフトパラメータｆｓｓ
ＰＵＣＣＨは、次式

１９のように表現することができる。
【０１９４】
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【数１９】

　上記の式１９を、次式２０のように表現することもできる。
【０１９５】

【数２０】

　また、ＰＵＳＣＨ　ＤＭＲＳ用シーケンスシフトパラメータｆｓｓ
ＰＵＳＣＨを決定す

るとき、上記の式１６の例示のように△ｓｓ＝０とあらかじめ定義された場合は、次式２
１のように表現することができる。
【０１９６】

【数２１】

　上記の式２１を、上記の式１６（すなわち、
【０１９７】

【化６２】

又は
【０１９８】
【化６３】

のように表現することもできる。
【０１９９】
　ここで、上記の式１９及び２１ではｆｓｓ

ＰＵＣＣＨとｆｓｓ
ＰＵＳＣＨが同一形態の

式と定義されているが、実際に適用されるＶＣＩ（すなわち、
【０２００】
【化６４】

）の値がそれぞれ、
【０２０１】
【化６５】

（又は
【０２０２】
【化６６】

）と
【０２０３】
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【化６７】

（又は
【０２０４】
【化６８】

）と互いに異なっていることに注目されたい。
【０２０５】
　上記の式２１のような方式（すなわち、△ｓｓ設定に対する第３方案）が適用される場
合、当該ＵＥに対して以前に提供された上位層シグナリングによって設定された△ｓｓ値
が既に存在しているとしても、ＰＵＳＣＨ用ＶＣＩ（すなわち、
【０２０６】

【化６９】

又は
【０２０７】
【化７０】

）が上位層シグナリングによって設定される場合には、△ｓｓを０に設定してｆｓｓ
ＰＵ

ＳＣＨ計算を行うという意味を有することができる。
【０２０８】
　又は、ＰＵＳＣＨ　ＤＭＲＳ用シーケンスシフトパラメータｆｓｓ

ＰＵＳＣＨを決定す
るにあって、上位層によって設定される△ｓｓ値が用いられる場合（すなわち、△ｓｓ設
定に対する第１方案）、又はあらかじめ定められた特定△ｓｓ値を使用する場合（すなわ
ち、△ｓｓ設定に対する第２方案）は、次式２２のように表現することができる。
【０２０９】
【数２２】

　上記の式２２で、△ｓｓ∈｛０，１，…，２９｝であってもよい。
【０２１０】
　上記の式２２を、次式２３のように表現することもできる。
【０２１１】
【数２３】

　上記の△ｓｓ設定に対する第１方案によれば、当該ＵＥに対して以前に提供された上位
層シグナリングによって設定された△ｓｓ値をそのまま用いながら、且つ上位層によって
シグナリングされるＰＵＳＣＨ用ＶＣＩ（すなわち、
【０２１２】
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【化７１】

又は
【０２１３】
【化７２】

）を用いてｆｓｓ
ＰＵＳＣＨを計算することができる。

【０２１４】
　上記の△ｓｓ設定に対する第２方案によれば、当該ＵＥに対して以前に提供された上位
層シグナリングによって設定された△ｓｓ値が既に存在しているとしても、ＰＵＳＣＨ用
ＶＣＩ（すなわち、
【０２１５】

【化７３】

又は
【０２１６】
【化７４】

）が上位層シグナリングによって設定される場合は、△ｓｓを特定値ｓ（ｓ∈｛０，１，
…，２９｝）と固定的にセッティングしてｆｓｓ

ＰＵＳＣＨ計算を行うという意味を有す
ることができる。
【０２１７】
　前述した本発明の例示によれば、ＰＵＳＣＨ　ＤＭＲＳ用ＶＣＩ（すなわち、
【０２１８】

【化７５】

又は
【０２１９】
【化７６】

）としてＡ値が上位層によって設定されたＵＥのグループホッピングパターン（ｆｇｈ（
ｎｓ））は、セルＩＤとして同一のＡ値を用いる他のＵＥ（すなわち、実際ＰＣＩがＡに
設定されたＵＥ及び／又はＰＵＳＣＨ用ＶＣＩがＡに設定されたＵＥ）のグループホッピ
ングパターンと一致することとなる。また、シーケンスシフトパターン（ｆｓｓ

ＰＵＳＣ

Ｈ）を決定する時に同一の△ｓｓ（特に、△ｓｓ＝０）を適用すると、ＰＵＳＣＨ用ＶＣ
Ｉが設定されたＵＥと他のＵＥのＰＵＳＣＨ　ＤＭＲＳ用シーケンスシフトパターンも一
致することとなる。これによって、同一のグループホッピングパターン及び同一のシーケ
ンスシフトパターンを用いる複数ＵＥの基本シーケンスインデックスｕが一致することと
なる（上記の式２参照）。複数ＵＥの基本シーケンスインデックスが一致するということ
は、それぞれのＵＥに異なった循環シフト（ＣＳ）値を適用することによって、それぞれ
のＵＥのＤＭＲＳ間の直交性を付与できるという意味を有する。したがって、既存の無線
通信システムにおいて同一の一つのセル内で互いに異なったＣＳを用いてＰＵＳＣＨ　Ｄ
ＭＲＳ間の直交性を付与した方式から脱皮して、本発明の提案によって特定ＵＥに対して
ＰＵＳＣＨ　ＤＭＲＳ用ＶＣＩを設定することによって、他のセルに属したＵＥのＰＵＳ
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属したＵＥに対するＭＵ－ＭＩＭＯペアリング（ｐａｉｒｉｎｇ）が可能となり、より進
展した形態のＵＬ　ＣｏＭＰ動作を支援することができる。
【０２２０】
　さらに、複数個のＵＥに互いに異なるＰＵＳＣＨ　ＤＭＲＳ用ＶＣＩ値を設定しても、
これら複数個のＵＥが同一のＰＵＳＣＨ　ＤＭＲＳ基本シーケンスを用いるようにしてＰ
ＵＳＣＨ　ＤＭＲＳ間の直交性を付与してもよい。
【０２２１】
　具体的に、上記の△ｓｓ設定に対する第１、第２及び第３方案は、ＰＵＳＣＨ　ＤＭＲ
Ｓ用ＶＣＩ（すなわち、
【０２２２】
【化７７】

が上位層によってシグナリングされた場合に用いられる△ｓｓを決定する規則に該当する
。これら方案のいずれか一つの規則が適用されると仮定すれば、基地局側では、適用され
る△ｓｓを考慮して適切なＰＵＳＣＨ　ＤＭＲＳ用ＶＣＩ（すなわち、
【０２２３】
【化７８】

）を選択して、ＵＥに上位層を通じてシグナリングすることができる。ここで、グループ
ホッピングパターン（ｆｇｈ（ｎｓ））を決定する要素（又は、、シード（ｓｅｅｄ）値
）であるｃｉｎｉｔは、上記の式１７及び式１８からわかるように、ｆｌｏｏｒ演算によ
って３０個の異なったＶＣＩ（すなわち、
【０２２４】
【化７９】

）値に対して同一の値に決定される。したがって、同一のグループホッピングパターン（
ｆｇｈ（ｎｓ））を生成する３０通りの異なったＶＣＩ値の中から適切なものを選択して
、ｆｓｓ

ＰＵＳＣＨ値を特定値にすることができる。すなわち、互いに異なる２つのＵＥ
に対してそれぞれ異なったＶＣＩを設定しながらも、それぞれのＵＥが計算するグループ
ホッピングパターン（ｆｇｈ（ｎｓ））が同一となり、且つそれぞれのＵＥが計算するシ
ーケンスシフトパターン（ｆｓｓ

ＰＵＳＣＨ）が同一となるようにすることができる。こ
のように、ＭＵ－ＭＩＭＯペアリングされる複数個のＵＥ間のグループホッピングパター
ン（ｆｇｈ（ｎｓ））及びシーケンスシフトパターン（ｆｓｓ

ＰＵＳＣＨ）が互いに一致
するようにする適切なＶＣＩ（すなわち、
【０２２５】
【化８０】

）を上位層を通じて設定することができる。これによって、複数個のＵＥのＰＵＳＣＨ　
ＤＭＲＳ基本シーケンスが一致することとなるため、それぞれのＵＥに互いに異なるＣＳ
などを適用する方式によってＰＵＳＣＨ　ＤＭＲＳ間の直交性を付与することができる。
【０２２６】
　また、ＵＥ－特定ＶＣＩ（すなわち、
【０２２７】
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【化８１】

）を設定する方式及び／又はＵＥ－特定△ｓｓを設定する方式によって複数ＵＥのグルー
プホッピングパターン（ｆｇｈ（ｎｓ））及び／又はシーケンスシフトパターン（ｆｓｓ
ＰＵＳＣＨ）を一致させることができる。ここで、それぞれのＵＥに対して△ｓｓ値を追
加的に上位層シグナリングする方式は余計なオーバーヘッドを発生させることがあるため
、△ｓｓ値を別途にシグナリングしないでＵＥ－特定ＶＣＩだけをシグナリングすること
で、グループホッピングパターン（ｆｇｈ（ｎｓ））及びシーケンスシフトパターン（ｆ

ｓｓ
ＰＵＳＣＨ）をＵＥ間に一致させてもよい。

【０２２８】
　本発明の追加的な例示として、ＰＵＳＣＨ送信に対するＶＣＩ（すなわち、
【０２２９】
【化８２】

）はｆｓｓ
ＰＵＳＣＨを決定する時にのみ用いられるものと制限してもよい。すなわち、

ｆｓｓ
ＰＵＣＣＨに対しては上記の式７のように現在サービングセルのＰＣＩ（すなわち

、ＮＩＤ
ｃｅｌｌ）が用いられ、ｆｓｓ

ＰＵＳＣＨに対してのみ本発明で提案するＶＣＩ
（すなわち、
【０２３０】

【化８３】

）を用いるように定義して、ＰＵＣＣＨとＰＵＳＣＨのシーケンスを分離してもよい。
【０２３１】
　又は、本発明の変形例として、
【０２３２】

【化８４】

がｆｓｓ
ＰＵＣＣＨにも適用されるようにしてもよい。すなわち、ｆｓｓ

ＰＵＣＣＨが次
式２４のように定義されてもよい。
【０２３３】
【数２４】

　上記の式２４の意味は、ＵＥ－特定ＶＣＩ（ＮＩＤ）が上位層シグナリングによって設
定されて、ｆｓｓ

ＰＵＣＣＨ及びｆｓｓ
ＰＵＳＣＨの決定に共通に用いられる方案という

ことができる。すなわち、ＵＥ－特定ＮＩＤを設定することによって、当該ＵＥのＰＵＣ
ＣＨ及びＰＵＳＣＨ送信が、上記ＮＩＤを用いるＲＰに向かうように動作する方案である
ということもできる。
【０２３４】
　本発明の範囲は、前述した例示に制限されるものではなく、ＵＥ－特定ＶＣＩを設定す
ることによって、ＰＵＳＣＨ　ＤＭＲＳシーケンスグループホッピングパターン（ｆｇｈ

（ｎｓ））及び／又はシフトパターン（ｆｓｓ
ＰＵＳＣＨ）をＵＥ間に一致させるための

様々な方式を含んでもよい。
【０２３５】
　一方、グループホッピングが不能化され、シーケンスホッピングが可能化された場合に
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、既存の方式によるシーケンスホッピングは上記の式９のように定義できる。本発明で提
案するように、ＵＥ－特定ＶＣＩ（すなわち、
【０２３６】
【化８５】

）が上位層によって設定され、シーケンスホッピングが可能化されると、擬似－任意シー
ケンス生成器は各無線フレームの開始時において次式によるｃｉｎｉｔに初期化されても
よい。
【０２３７】

【数２５】

　上記の式２５で用いられるＶＣＩ（すなわち、
【０２３８】
【化８６】

（ＰＵＳＣＨ送信に対して
【０２３９】
【化８７】

）は、上記の本発明の他の例示で説明したＵＥに上位層シグナリングされるＰＵＳＣＨ　
ＤＭＲＳ用ＶＣＩと同一の値に該当し得る。また、上記の式２５のｆｓｓ

ＰＵＳＣＨは、
上記の式１６、２１、２２又は２３によって決定された値（すなわち、上記の△ｓｓ設定
に対する第１、第２又は第３方案によって決定された値）と同一の値に該当し得る。
【０２４０】
　具体的な例示として、上記の式２５での
【０２４１】
【化８８】

値及びｆｓｓ
ＰＵＳＣＨ値としては、△ｓｓ設定に対する第３方案（すなわち、別途の△

ｓｓ設定のための上位層シグナリング無しで△ｓｓ＝０に決定する方案）が適用される場
合に、ＭＵ－ＭＩＭＯペアリングされる複数個のＵＥに対して設定されるグループホッピ
ングパターン（ｆｇｈ（ｎｓ））及びシーケンスホッピングパターン（ｆｓｓ

ＰＵＳＣＨ

）を一致させるために決定された
【０２４２】

【化８９】

値及びｆｓｓ
ＰＵＳＣＨ値と同一の値を用いることができる。

【０２４３】
　仮想セルＩＤ値の範囲設定方案
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　前述したように、ＰＵＣＣＨ　ＤＭＲＳのための第１ＶＣＩ（例えば、
【０２４４】
【化９０】

）とＰＵＳＣＨ　ＤＭＲＳのための第２ＶＣＩ
【０２４５】

【化９１】

を別途のパラメータとして提供することができる。
【０２４６】
　ここで、ＰＵＣＣＨ用第１ＶＣＩ（例えば、
【０２４７】

【化９２】

）としては、物理層セルＩＤ（ＰＣＩ）のように５０４通り（すなわち、０乃至５０３の
範囲）の値のいずれか一値に設定することができる。既存の無線通信システムではＰＵＣ
ＣＨに対するシーケンスシフトパターン
【０２４８】

【化９３】

は、上記の式７のように
【０２４９】
【化９４】

によって、△ｓｓの適用無しで計算された。また、本発明の提案によって上位層シグナリ
ングを通じてＰＵＣＣＨ用第１ＶＣＩ（例えば、
【０２５０】
【化９５】

）が設定される場合は、上記の式２０のように、
【０２５１】

【化９６】

又は
【０２５２】
【化９７】

によって、
【０２５３】
【化９８】
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は△ｓｓの適用無しで計算される。したがって、ＰＵＣＣＨ用第１ＶＣＩの範囲が既存の
ＰＣＩのように０乃至５０３の範囲に制限される場合にも、シーケンスシフト動作を正し
く支援することができる。
【０２５４】
　一方、ＰＵＳＣＨ用第２ＶＣＩ
【０２５５】
【化９９】

が既存のＰＣＩと同じ範囲を有するようにする場合、ＰＵＳＣＨ　ＤＭＲＳに対するシー
ケンスシフト動作を正しく支援することができない。既存の無線通信システムにおいてＰ
ＵＳＣＨに対するシーケンスシフトパターン（ｆｓｓ

ＰＵＳＣＨ）は、上記の式８のよう
に
【０２５６】

【化１００】

によって△ｓｓの適用無しで計算された。しかし、本発明で提案する方式（特に、△ｓｓ

設定に対する第３方案）によれば、上位層シグナリングによってＰＵＳＣＨ用第２ＶＣＩ
（例えば、
【０２５７】

【化１０１】

）が設定される場合には、上記の式１６でのように
【０２５８】
【化１０２】

によって
【０２５９】
【化１０３】

は△ｓｓの適用無しで計算される。既存の無線通信システムでのＰＣＩ及び△ｓｓを用い
る方式は、３０通りの基本シーケンスグループと１７通りのシーケンスグループホッピン
グパターンをカバーするために用いられた。すなわち、ＰＣＩの範囲が０乃至５０３に制
限されるため、ＰＣＩのみに基づくと５１０通り（すなわち、基本シーケンスグループ３
０個×シーケンスグループホッピングパターン１７個）の場合の数を全部カーすることが
できなかったため、オフセット値（△ｓｓ）を追加的に用いたわけである。したがって、
△ｓｓを用いないでＰＵＳＣＨに対する第２ＶＣＩのみを用いて
【０２６０】
【化１０４】

を決定するためには、第２ＶＣＩ（例えば、
【０２６１】
【化１０５】
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【０２６２】
　したがって、本発明では、ＰＵＳＣＨ用第２ＶＣＩ（例えば、
【０２６３】
【化１０６】

）の値の範囲を０乃至５０９に定義することを提案する。これによって、互いに異なる基
本シーケンスグループ及び互いに異なるシーケンスグループホッピングパターンによる５
１０通り（３０×１７）のいかなる場合の数もカバーすることが可能になる。
【０２６４】
　また、ＰＵＣＣＨ　ＤＭＲＳのための第１ＶＣＩ（例えば、
【０２６５】
【化１０７】

）とＰＵＳＣＨ　ＤＭＲＳのための第２ＶＣＩ
【０２６６】
【化１０８】

は別途に（又は、独立して）パラメータとして定義／設定／提供されるということは、第
１ＶＣＩの可能な範囲（すなわち、０乃至５０３）と第２ＶＣＩの可能な範囲（すなわち
、０乃至５０９）とが異なるという意味を含むことができる。
【０２６７】
　上りリンク参照信号生成関連ＵＥ動作
　前述した本発明の上りリンク参照信号生成方案に基づいて、既存の無線通信システムに
従うＵＥ（以下では、レガシー－ＵＥ（Ｌ－ＵＥ）と称する）の動作を考慮した逆方向－
互換性（ｂａｃｋｗａｒｄ－ｃｏｍｐａｔｉｂｉｌｉｔｙ）を支援する方案（以下、方案
Ａ）、及び進展した無線通信システムに従うＵＥ（以下では、アドバンスＤＥ－ＵＥ（Ａ
－ＵＥ）と称する）の動作にさらに最適化された方案（以下、方案Ｂ）について具体的に
説明する。
【０２６８】
　まず、上記の方案Ａは、△ｓｓ設定に対する第１方案（すなわち、上位層によって設定
される△ｓｓ値をそのまま用いる方案）に関連していると理解すればよく、上記の方案Ｂ
は、△ｓｓ設定に対する第２又は第３方案（すなわち、上位層によって設定される△ｓｓ

値を無視し、固定された特定△ｓｓ値（特に、△ｓｓ＝０）を適用する方案）に関連して
いると理解すればよい。ただし、それぞれの例示が△ｓｓ設定に対する第１、第２及び第
３方案に制限されるものではない。
【０２６９】
　方案Ａ
　既存に定義された無線通信システムとＵＥ動作に対する逆方向－互換性（ｂａｃｋｗａ
ｒｄ－ｃｏｍｐａｔｉｂｉｌｉｔｙ）を支援できる上りリンク参照信号生成動作について
説明する。ＵＥは、任意接続手順（ｒａｎｄｏｍ　ａｃｃｅｓｓ　ｐｒｏｃｅｄｕｒｅ）
のような初期セル接続時に、ＵＬ　ＲＳシーケンス生成のためのセル－特定パラメータ△

ｓｓを、上位層シグナリングを通じて取得することができる。また、ＵＥは、ＰＳＳ及び
ＳＳＳに基づいて該当のセルのＰＣＩ（すなわち、
【０２７０】
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【化１０８－１】

）を取得することができる。
【０２７１】
　ＰＵＳＣＨ送信と関連して、ＵＥは、獲得したＰＣＩ及び△ｓｓを用いてｆｓｓ

ＰＵＳ

ＣＨを計算でき（上記の式８参照）、これによってＰＵＳＣＨ　ＤＭＲＳの循環シフトホ
ッピング（Ｃｙｃｌｉｃｈ　Ｓｈｉｆｔ　Ｈｏｐｐｉｎｇ；ＣＳＨ）パターンを計算する
ことができる（上記の式１２及び式１３参照）。ここで、ＣＳＨパターンを決定する擬似
－任意シーケンスｃ（ｉ）の初期値をｃｉｎｉｔ

ＣＳＨとし、上記の式１３でｆｓｓ
ＰＵ

ＳＣＨを上記の式８のｆｓｓ
ＰＵＳＣＨに置き換え、上記の式８のｆｓｓ

ＰＵＣＣＨを上
記の式７のｆｓｓ

ＰＵＣＣＨに置き換えると、ｃｉｎｉｔ
ＣＳＨは、次式２６のように表

現することができる。
【０２７２】

【数２６】

　要するに、ＵＥは、初期接続段階でパラメータセット｛ＰＣＩ、△ｓｓ、ｃｉｎｉｔ
Ｃ

ＳＨ｝を取得でき、これによってＵＬ　ＲＳシーケンスを生成することができる。
【０２７３】
　方案Ａ－１
　ＰＵＣＣＨ　ＤＭＲＳ、ＰＵＳＣＨ　ＤＭＲＳ、ＳＲＳなどのシーケンス生成は、上記
の式１乃至式１４に対して上記パラメータセット｛ＰＣＩ、△ｓｓ、ｃｉｎｉｔ

ＣＳＨ｝
が適用される方式で行うことができる。ここで、ＰＣＩはＮＩＤ

ｃｅｌｌであるため、上
記の式１乃至式１４について説明した事項を同一に適用することができ、それについての
重複説明は明瞭性のために省略する。
【０２７４】
　方案Ａ－２
　さらに、ＵＥにＶＣＩ及びＣＳＨパターンシード値が提供される場合において、本発明
で提案するＵＥのＵＬ　ＲＳ生成動作について以下に説明する。
【０２７５】
　例えば、ＵＥ－特定上位層シグナリング（例えば、ＲＲＣシグナリング）を通じて特定
時点に｛ＶＣＩ（ｍ）、ｃｉｎｉｔ

ＣＳＨ（ｍ）｝（ｍ＝０，１，２，…）がＵＥに提供
され得る。ここで、ｍは、パラメータセットのインデックスである。例えば、ＰＵＣＣＨ
　ＤＭＲＳ設定セットがＭ個存在し、Ｍ個のうちの一つのセットを指示する場合に、ｍ＝
０，１，…，Ｍ－１のうちの一つの値を有することができる。また、ＰＵＳＣＨ　ＤＭＲ
Ｓ設定セットがＬ個存在し、Ｌ個のうちの一つのセットを指示する場合に、ｍ＝Ｍ，Ｍ＋
１，…，Ｍ＋Ｌ－１のうちの一つの値を有することができる。また、ＳＲＳ設定セットが
Ｎ個存在し、Ｎ個のうちの一つのセットを指示する場合に、ｍ＝Ｍ＋Ｌ，Ｍ＋Ｌ＋１，…
，Ｍ＋Ｌ＋Ｎ－１のうちの一つの値を有することができる。
【０２７６】
　ここで、｛ＶＣＩ（ｍ）、ｃｉｎｉｔ

ＣＳＨ（ｍ）｝の複数個のセットが上位層シグナ
リングを通じて半－静的に提供されてもよく、その中で、ＵＥの使用すべき一つのセット
を指示する特定インデックスｍの値は、動的にシグナリング（例えば、Ｌ１／Ｌ２シグナ
リング）されてもよい。
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【０２７７】
　以下の例示では、説明の便宜上、ＰＵＣＣＨ　ＤＭＲＳ設定セットの個数Ｍ＝１である
と仮定する。すなわち、ＰＵＣＣＨ　ＤＭＲＳ設定セットが複数個与えられ、その中の一
つが動的にスイッチングされて適用されてもよいが、以下の例示では、ＰＵＣＣＨ　ＤＭ
ＲＳに対しては半－静的に設定されるインデックスｍ＝０に該当する設定セットである｛
ＶＣＩ（０）、ｃｉｎｉｔ

ＣＳＨ（０）｝を用いて、ＰＵＣＣＨ　ＤＭＲＳ生成のための
ＶＣＩをＶＣＩＰＵＣＣＨ＝ＶＣＩ（０）に決定し、ＰＵＣＣＨ　ＤＭＲＳのＣＳＨパタ
ーンのためのシード値をｃｉｎｉｔ

ＣＳＨ＿ＰＵＣＣＨ＝ｃｉｎｉｔ
ＣＳＨ（０）に決定

する場合を仮定する。ここで、インデックスｍ＝０に該当する設定セットである｛ＶＣＩ
（０）、ｃｉｎｉｔ

ＣＳＨ（０）｝が半－静的に設定されるということは、比較的長い周
期でインデックスｍ＝０に該当する設定セットである｛ＶＣＩ（０）、ｃｉｎｉｔ

ＣＳＨ

（０）｝が変更され得るということを意味する。さらに、ＰＵＣＣＨの場合は、ＵＣＩを
安定して運ぶことを目的とする制御チャネルであるという点で、このような半－静的なＤ
ＭＲＳシーケンス変更が好ましいだろう。ただし、本発明の範囲から、Ｍが２以上の値を
有する方式によってＰＵＣＣＨ　ＤＭＲＳに設定に対するＵＥ－特定上位層シグナリング
が提供されることが排除されることはない。
【０２７８】
　既存の方式によれば、ＰＵＣＣＨ　ＤＭＲＳのためのｃｉｎｉｔ

ＣＳＨは、ｃｉｎｉｔ
ＣＳＨ＿ＰＵＣＣＨ＝ＰＣＩと定義された。ＵＥにＶＣＩＰＵＣＣＨが提供される場合は
、既存の方式をそのまま代入してＶＣＩＰＵＣＣＨに依存してｃｉｎｉｔ

ＣＳＨ＿ＰＵＣ

ＣＨ＝ＶＣＩＰＵＣＣＨと決定されるのではなく、本発明では、ＶＣＩＰＵＣＣＨと別途
に（又は、独立して）定義されるｃｉｎｉｔ

ＣＳＨ＿ＰＵＣＣＨをＵＥ－特定上位層シグ
ナリングを通じて提供する方式であるといえる。これによって、ＭＵ－ＭＩＭＯペアリン
グされるＵＥに対して互いに異なるＶＣＩＰＵＣＣＨを設定する場合にも（互いに異なる
ＶＣＩＰＵＣＣＨが設定されても同一基本シーケンスが決定され得る）、同一ｃｉｎｉｔ
ＣＳＨ＿ＰＵＣＣＨを設定することによって、ペアリングされたＵＥのＤＭＲＳ間にＯＣ
Ｃを適用して直交性を与えることができる。すなわち、本発明によれば、互いに独立した
パラメータであるＶＣＩＰＵＣＣＨ及びｃｉｎｉｔ

ＣＳＨ＿ＰＵＣＣＨがＵＥ－特定上位
層シグナリングを通じて設定されてもよく、これによってＯＣＣによるＭＵ－ＭＩＭＯペ
アリング（特に、セル間（ｉｎｔｅｒ－ｃｅｌｌ）ＵＥペアリング）を支援することが可
能になる。
【０２７９】
　以下の例示では、Ｍ＝１（すなわち、ＰＵＣＣＨ　ＤＭＲＳ設定セットの個数が１）及
びＬ＝１（すなわち、ＰＵＳＣＨ　ＤＭＲＳ設定セットの個数が１）の状況においてＵＥ
がＵＬ　ＲＳを生成する動作について説明する。ただし、これは、説明の明瞭性のための
もので、Ｍ、Ｌ、Ｎの一つ以上が１以上の値を有する場合に対しても、本発明で説明する
同一の原理が適用されてもよいことは明らかである。
【０２８０】
　方案Ａ－２－ｉ
　Ｍ＝１、Ｌ＝１であれば、｛ＶＣＩ（０）、ｃｉｎｉｔ

ＣＳＨ（０）｝は、上記説明し
た通り、ＰＵＣＣＨ用パラメータセットとして定義される。このとき、ｃｉｎｉｔ

ＣＳＨ

（０）が上位層シグナリングを通じて提供されるということは、ＶＣＩ（０）と独立的で
あるとともに明示的に与えられるｃｉｎｉｔ

ＣＳＨ（０）を用いてＰＵＣＣＨ　ＣＳＨパ
ターンを決定しろとの意味を有することができる。この場合、ＵＥが基本的に有している
ＰＣＩとＶＣＩ（０）間の動的指示（又は、動的スイッチング）は、特定ＤＣＩフォーマ
ットを通じてシグナリングされてもよい。
【０２８１】
　又は、上位層シグナリングを通じてｃｉｎｉｔ

ＣＳＨ（０）は提供されないでＶＣＩ（
０）のみが提供される場合は、ｃｉｎｉｔ

ＣＳＨ＿ＰＵＣＣＨ＝ＶＣＩ（０）と決定され
てもよい。この場合にも、ＰＣＩとＶＣＩ（０）間の動的指示は、特定ＤＣＩフォーマッ
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トを通じてシグナリングされてもよい。
【０２８２】
　ここで、Ｌ＝１であるため、｛ＶＣＩ（１）、ｃｉｎｉｔ

ＣＳＨ（１）｝は、ＰＵＳＣ
Ｈ　ＤＭＲＳ設定パラメータセットとして定義される。ｃｉｎｉｔ

ＣＳＨ（１）が上位層
を通じて提供されるということは、既存方式のようにＶＣＩ（１）に基づくＰＵＳＣＨ　
ＤＭＲＳ　ＣＳＨパターンを生成するのではなく、ＶＣＩ（１）と独立的であるとともに
明示的に与えられるｃｉｎｉｔ

ＣＳＨ（１）を用いてＰＵＳＣＨ　ＣＳＨパターンを決定
しろとの意味を有することができる。この場合、本発明で提案するＰＵＳＣＨ用パラメー
タセット｛ＶＣＩ（１）、ｃｉｎｉｔ

ＣＳＨ（１）｝とレガシーパラメータセット｛ＰＣ
Ｉ、△ｓｓ、ｃｉｎｉｔ

ＣＳＨ｝）間の動的指示は、上りリンク－関連ＤＣＩを通じてシ
グナリングされてもよい。
【０２８３】
　方案Ａ－２－ｉｉ
　本方案は、Ｍ＝１、Ｌ＝１の場合に、上記の方案Ａ－２－ｉの適用を式で表現したもの
である。すなわち、以下に説明する本発明の例示は、ＵＥ動作の側面では、既存システム
と逆方向－互換性を有するＵＬ　ＲＳ生成を支援する方式であるといえる。すなわち、既
存の３ＧＰＰ　ＬＴＥリリース－１０で定義するシステムにおいて、ＵＥがＵＬ　ＲＳを
生成するための既存の式（上記の式１乃至式１４に関する説明を参照）の形態又は計算過
程は同様に維持し、単に、既存の式に入力されるパラメータが、本発明で提案するＶＣＩ
（ｍ）、ｆｓｓ

ＰＵＣＣＨ（ｍ）、ｃｉｎｉｔ
ＣＳＨ（ｍ）などに置き換わる動作方式に

該当する。
【０２８４】
　具体的に、ＰＵＳＣＨ及びＰＵＣＣＨに対するグループホッピングパターンｆｇｈ（ｎ

ｓ）は上記の式３と同一に定義される。ただし、擬似－任意シーケンスｃ（ｉ）は、上記
の式６を修正して、各無線フレームの開始時に
【０２８５】
【化１０９】

値に初期化されるものと定義することができる。ここで、ＶＣＩ（０）は、ＰＵＣＣＨ用
第１ＶＣＩに該当し、ＶＣＩ（１）はＰＵＳＣＨ用第２ＶＣＩに該当し得る。
【０２８６】
　また、シーケンスシフトパターンｆｓｓは、ＰＵＣＣＨ及びＰＵＳＣＨに対して別途に
定義することができる。ＰＵＣＣＨ（すなわち、ｍ＝０）に対する
【０２８７】

【化１１０】

は、上記の式７を修正して
【０２８８】
【化１１１】

と与え、ＰＵＳＣＨ（すなわち、ｍ＝１）に対する
【０２８９】
【化１１２】

は、上記の式８を修正して
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【０２９０】
【化１１３】

と与えることができる。ここでも
【０２９１】
【化１１４】

であり、上位層によって設定することができる。
【０２９２】
　また、シーケンスホッピングをＭｓｃ

ＲＳ≧６Ｎｓｃ
ＲＢのＲＳにのみ適用することは

既存の方式と同一であるが、シーケンスホッピングに対する擬似－任意シーケンス生成器
は、上記の式９を修正して、各無線フレームの開始時に
【０２９３】

【化１１５】

値で初期化されるものと定義することができる。
【０２９４】
　また、スロットｎｓでＰＵＳＣＨ（すなわち、ｍ＝１）に対する循環シフト値
【０２９５】

【化１１６】

は、上記の表３の上段で説明した通り、
【０２９６】

【化１１７】

と与えられ、
【０２９７】
【化１１８】

と定義される。ここで、
【０２９８】
【化１１９】

に対する擬似－任意シーケンス生成器は、上記の式１３を修正して各無線フレームの開始
時に
【０２９９】

【化１２０】

によって初期化されたり、又は
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【化１２１】

によって初期化されるものと定義することができる。
【０３０１】
　また、ＰＵＣＣＨ（すなわち、ｍ＝０）フォーマットはいずれも、セル－特定ＣＳであ
る
【０３０２】

【化１２２】

を用いる。
【０３０３】

【化１２３】

は、シンボル番号ｌ及びスロット番号ｎｓによって互いに異なる値を有し、
【０３０４】
【化１２４】

によって決定される。ここで、擬似－任意シーケンスｃ（ｉ）は、各無線フレームの開始
時に
【０３０５】
【化１２５】

によって初期化されたり、又は
【０３０６】
【化１２６】

によって初期化されるものと定義することができる。
【０３０７】
　方案Ａ－２－ｉｉｉ
　上記の方案Ａ－２－ｉ及びＡ－２－ｉｉで説明した通り、Ｍ＝１及びＬ＝１の状況を仮
定する。本方案は、ＵＥが生成する基本シーケンスとターゲットセルのＵＥ’が生成する
基本シーケンスとを同一にさせる例示に関する。特に、本方案では、ネットワークがＵＥ
にＶＣＩのみを上位層シグナリングしながら、ターゲットセルのＵＥ’が生成する基本シ
ーケンスと同じ基本シーケンスが生成されるように、上記ＶＣＩ値を決定する方案に関す
る。例えば、特定セルでＰＵＳＣＨ用ＶＣＩ（１）をＵＥに上位層シグナリングするとき
、ターゲットセルのＵＥ’が該ターゲットセルで提供するＰＣＩ’及び△ｓｓ’を利用し
、ｆｓｓ

ＰＵＣＣＨ’＝ＰＣＩ’ｍｏｄ３０及びｆｓｓ
ＰＵＳＣＨ’＝（ｆｓｓ

ＰＵＣＣ

Ｈ’＋△ｓｓ’）ｍｏｄ３０によって生成したＵＥ’の基本シーケンスが存在する場合、
次のような方式によってＶＣＩ（１）を決定することができる。
【０３０８】
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また、
【０３０９】
【化１２７】

は、次式２８のように整理できる。
【０３１０】
【数２８】

　上記の式２８の結果を上記の式２７に代入すれば、次のように整理できる。
【０３１１】
【数２９】

　基地局で上記の式２９によって決定されたＶＣＩ（１）値を自身のＵＥに提供すると、
特定ターゲットセルのＵＥ’と同一の基本シーケンスを上記ＵＥが生成可能になる。
【０３１２】
　上記の式２９の意味を具体的に説明すると、次の通りである。ＵＥ’の属したセルの
【０３１３】

【化１２８】

は
【０３１４】
【化１２９】

であり、
【０３１５】
【化１３０】

と与えられる。一方、ＵＥ’の属した上記ターゲットセルの
【０３１６】

【化１３１】

の整数部分（又は、商）と同じ値を有するように
【０３１７】
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【化１３２】

と決定することができる。また、ＵＥ’の属した上記ターゲットセルの
【０３１８】
【化１３３】

のモジューロ部分（又は、余りの部分）と同じ値を有するようにするために、ターゲット
セルで使用中である△ｓｓ’を考慮すると同時に、上記ＵＥの属したセルでセル－特定値
として使用中である△ｓｓをあらかじめ除去しておくために、
【０３１９】
【化１３４】

と決定することができる。このように上記の式２９によって決定されたＶＣＩ（１）をＵ
Ｅにシグナリングする場合、ＵＥは、ｆｓｓ

ＰＵＳＣＨを計算するとき、既存の方式によ
る式７及び式８と同一の方式をそのまま適用しながら、単にパラメータのみを
【０３２０】
【化１３５】

からＶＣＩ（１）に置き換えて適用して、
【０３２１】
【化１３６】

によって計算する。ここで、ＵＥがｆｓｓ
ＰＵＳＣＨを計算するにあって、△ｓｓは消去

され、△ｓｓ’成分のみが残って、ＵＥ’と同じ基本シーケンスをＵＥも生成することが
可能になる。
【０３２２】
　ターゲットセルのＵＥ’と同じ基本シーケンスを生成するように、特定セルのＵＥにＶ
ＣＩ値を設定する本発明の提案において、上記の説明は単なる例示的なものとして理解さ
れるべきである。すなわち、ＣｏＭＰ　ＵＥの属したセルの△ｓｓをあらかじめ除去して
おく方式とターゲットセルの△ｓｓ’成分を反映する方式によってＶＣＩのモジューロ部
分を決定する様々な変形例又は変形された数式は本発明の範囲に含まれる。
【０３２３】
　方案Ｂ
　本方案Ｂは、既存の方式（例えば、上記の式１乃至１４によって説明した方式）又は既
存の方式においてパラメータのみを新しく定義する方式によって、既存の計算方式をその
まま利用すべきという制約がない改善された－ＵＥ（Ａ－ＵＥ）に適用可能な本発明の例
示に関する。
【０３２４】
　方案Ｂ－１
　ＵＥは、初期接続段階でパラメータセット｛ＰＣＩ、△ｓｓ、ｃｉｎｉｔ

ＣＳＨ｝を取
得することができ、これによってＵＬ　ＲＳシーケンスを生成することができる。ここで
、ＰＵＣＣＨ　ＤＭＲＳ、ＰＵＳＣＨ　ＤＭＲＳ、ＳＲＳなどのシーケンス生成は、上記
の方案Ａ－１で説明した通り、上記の式１乃至１４に対して上記パラメータセット｛ＰＣ
Ｉ、△ｓｓ、ｃｉｎｉｔ

ＣＳＨ｝を適用する方式で行うことができる。
【０３２５】
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　方案Ｂ－２
　さらに、ＵＥがＵＥ－特定上位層シグナリング（例えば、ＲＲＣシグナリング）を通じ
て特定時点に｛ＶＣＩ（ｍ）、ｃｉｎｉｔ

ＣＳＨ（ｍ）｝（ｍ＝０，１，２，…）を受信
する場合に、当該ＵＥがＵＬ　ＲＳを生成する動作について以下に説明する。
【０３２６】
　方案Ｂ－２－ｉ
　Ｍ＝１（すなわち、ＰＵＣＣＨ　ＤＭＲＳ設定セットの個数が１）及びＬ＝１（すなわ
ち、ＰＵＳＣＨ　ＤＭＲＳ設定セットの個数が１）の状況を仮定してＵＥがＵＬ　ＲＳを
生成する動作には、上記の方案Ａ－２－ｉで説明した事項を同一に適用することができる
。ただし、Ｍ、Ｌ、Ｎの一つ以上が１以上の値を有する場合に対しても、本発明で説明す
る同様の原理が適用されてもよいことは明らかである。
【０３２７】
　方案Ｂ－２－ｉｉ
　本方案は、Ｍ＝１、Ｌ＝１の場合において、上記の方案Ｂ－２－ｉの適用を数式で表現
したものである。すなわち、以下に説明する本発明の例示は、既存のシステムによるＵＥ
動作（すなわち、レガシー－ＵＥ（Ｌ－ＵＥ）の動作）と異なるように定義される本発明
の例示に関するものである。すなわち、既存の動作（上記の式１乃至式１４を参照して説
明した方式）をそのまま用いたり、既存の動作においてパラメータのみを新しく定義（又
は、置換え）する方式でなく、既存の動作と異なる方式で基本シーケンス生成の計算を行
う方式に関する。
【０３２８】
　具体的に、ＰＵＳＣＨ及びＰＵＣＣＨに対するグループホッピングパターンｆｇｈ（ｎ

ｓ）は、上記の式３と同一に定義される。ただし、擬似－任意シーケンスｃ（ｉ）は、上
記の式６を修正して、各無線フレームの開始時に
【０３２９】
【化１３７】

値に初期化されるものと定義できる。ここで、ＶＣＩ（０）はＰＵＣＣＨ用第１ＶＣＩに
該当し、ＶＣＩ（１）はＰＵＳＣＨ用第２ＶＣＩに該当し得る。
【０３３０】
　また、シーケンスシフトパターンｆｓｓは、ＰＵＣＣＨ及びＰＵＳＣＨに対して別々に
定義することができる。ＰＵＣＣＨ（すなわち、ｍ＝０）に対する
【０３３１】
【化１３８】

は、上記の式７を修正して
【０３３２】
【化１３９】

と与えることができる。一方、ＰＵＳＣＨ（すなわち、ｍ＝１）に対する
【０３３３】
【化１４０】

は、上記の式８と異なる形態を有する、
【０３３４】
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【化１４１】

と与えることができる。すなわち、実際にＰＵＣＣＨ用ＶＣＩ（０）とＰＵＳＣＨ用ＶＣ
Ｉ（１）が互いに異なるように与えられても、ＰＵＣＣＨ及びＰＵＳＣＨに対する
【０３３５】
【化１４２】

は共通に
【０３３６】
【化１４３】

と定義できる。
【０３３７】
　また、シーケンスホッピングはＭｓｃ

ＲＳ≧６Ｎｓｃ
ＲＢのＲＳにのみ適用されること

は既存の方式と同一であるが、シーケンスホッピングに対する擬似－任意シーケンス生成
器は、上記の式９を修正して、各無線フレームの開始時に
【０３３８】
【化１４４】

値で初期化されるものと定義することができる。
【０３３９】
　また、スロットｎｓでＰＵＳＣＨ（すなわち、ｍ＝１）に対する循環シフト値
【０３４０】

【化１４５】

は、上記の表３の上段で説明した通り、
【０３４１】
【化１４６】

と与えられ、
【０３４２】
【化１４７】

と定義される。ここで、
【０３４３】

【化１４８】

に対する擬似－任意シーケンス生成器は、上記の式１３を修正して、各無線フレームの開
始時に
【０３４４】
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で初期化されたり、又は
【０３４５】

【化１５０】

で初期化されるものと定義できる。
【０３４６】
　また、ＰＵＣＣＨ（すなわち、ｍ＝０）フォーマットはいずれも、セル－特定ＣＳであ
る
【０３４７】

【化１５１】

を用いる。
【０３４８】

【化１５２】

はシンボル番号ｌ及びスロット番号ｎｓによって互いに異なる値を有し、
【０３４９】
【化１５３】

によって決定される。ここで、擬似－任意シーケンスｃ（ｉ）は、各無線フレームの開始
時に
【０３５０】
【化１５４】

で初期化されたり、又は
【０３５１】
【化１５５】

で初期化されるものと定義できる。
【０３５２】
　前述した本発明の方案Ｂ－２－ｉｉからわかるように、ＵＬ　ＲＳシーケンス生成にお
いてＵＥ動作をより単純化させて最適化させることができる。例えば、シーケンスシフト
パターンであるｆｓｓを単純に
【０３５３】
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【化１５６】

によって決定する新しい計算方式が提供される。すなわち、ＶＣＩ（ｍ）がＲＲＣシグナ
リングなどを通じて提供された場合なら、常に△ｓｓ＝０と仮定／適用して動作すること
とも表現することができる。すなわち、ＵＥがＶＣＩ（ｍ）を受信した時点からは、既存
に有していた（すなわち、既存に上位層によって設定された）セル－特定値である△ｓｓ

はそれ以上使用しないこととも表現することができる。
【０３５４】
　方案Ｂ－２－ｉｉｉ
　上記の方案Ｂ－２－ｉ及びＢ－２－ｉｉで説明した通り、Ｍ＝１及びＬ＝１の状況を仮
定する。本方案は、ＵＥが生成する基本シーケンスとターゲットセルのＵＥ’が生成する
基本シーケンスとを同一にさせる例示に関する。特に、本方案では、ネットワークがＵＥ
にＶＣＩのみを上位層シグナリングしながら、ターゲットセルのＵＥ’が生成する基本シ
ーケンスと同じ基本シーケンスが生成されるように、上記ＶＣＩ値を決定する方案に関す
る。例えば、特定セルでＰＵＳＣＨ用ＶＣＩ（１）をＵＥに上位層シグナリングするとき
、ターゲットセルのＵＥ’がターゲットセルで提供するＰＣＩ’及び△ｓｓ’を利用し、
ｆｓｓ

ＰＵＣＣＨ’＝ＰＣＩ’ｍｏｄ３０及びｆｓｓ
ＰＵＳＣＨ’＝（ｆｓｓ

ＰＵＣＣＨ

’＋△ｓｓ’）ｍｏｄ３０によって生成したＵＥ’の基本シーケンスが存在する場合、次
のような方式によってＶＣＩ（１）を決定することができる。
【０３５５】

【数３０】

　基地局で上記の式３０によって決定されたＶＣＩ（１）値を自身のＵＥに提供すると、
特定ターゲットセルのＵＥ’と同じ基本シーケンスを当該ＵＥが生成することが可能にな
る。
【０３５６】
　上記の式３０の意味を具体的に説明すると、次の通りである。ＵＥ’の属したセルの
【０３５７】

【化１５７】

は
【０３５８】
【化１５８】

であり、
【０３５９】
【化１５９】

と与えられる。一方、ＵＥ’の属したターゲットセルの
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【０３６０】
【化１６０】

の整数部分（又は、商）と同じ値を有するように
【０３６１】
【化１６１】

と決定することができる。また、ＵＥ’の属したターゲットセルの
【０３６２】
【化１６２】

のモジューロ部分（又は、余り部分）と同じ値を有するようにするために、ターゲットセ
ルで使用中の△ｓｓ’のみを考慮して（すなわち、ＵＥは常に△ｓｓ＝０と仮定する）
【０３６３】
【化１６３】

を決定するようになる。このように上記の式３０によって決定されたＶＣＩ（１）をＵＥ
にシグナリングする場合、ＵＥは
【０３６４】

【化１６４】

によって簡単にｆｓｓを計算することができ、ここに△ｓｓ’成分が反映されているため
、ＵＥはＵＥ’と同一の基本シーケンスを生成することが可能になる。
【０３６５】
　ターゲットセルのＵＥ’と同じ基本シーケンスを生成するように、特定セルのＵＥにＶ
ＣＩ値を設定する本発明の提案において、上記の説明は単に例示的なものとして理解され
なければならない。すなわち、ターゲットセルの△ｓｓ’成分のみを反映する方式によっ
てＶＣＩのモジューロ部分を決定する様々な変形例又は変形された数式は、本発明の範囲
に含まれる。
【０３６６】
　上記の方案Ａ乃至方案Ｂを説明するための例示において、上記Ｍ、Ｌ、Ｎ値は任意の値
であってもよく、それぞれの値が１よりも大きい値であるときは、該当の多数のＲＳ設定
パラメータセットの中で特定の一つをＤＣＩフォーマットを通じて動的に指示（又は、動
的スイッチング）してもよい。
【０３６７】
　また、ＳＲＳシーケンス生成のためのＮも１より大きい場合は、多数のＳＲＳシーケン
スをＣｏＭＰ　ＵＥが生成できるということを意味する。また、各場合においてＭ、Ｌ、
Ｎ値が１よりも大きいといっても、動的指示の対象となるＲＳ設定セットの中では、当該
ＵＥが最初に取得した当該セルのセル－特定パラメータセット（すなわち、｛ＰＣＩ、△

ｓｓ、ｃｉｎｉｔ
ＣＳＨ｝設定セット）は常にデフォルト（ｄｅｆａｕｌｔ）として適用

されるように（すなわち、フォールバックモード形態として適用されるように）含まれて
もよい。
【０３６８】
　また、本発明では主に上りリンクＤＭＲＳの例示を通じてＣｏＭＰ動作をより效率的に
支援できる動作について説明したが、本発明の範囲は、これに制限されるものではなく、
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他の上りリンクＲＳの送受信方案に対しても本発明と同一の原理が適用される例示を含む
。
【０３６９】
　図１３は、本発明に係る上りリンクＤＭＲＳ送信方法を説明するためのフローチャート
である。
【０３７０】
　段階Ｓ１３１０で、端末は基地局から上位層シグナリング（例えば、ＲＲＣシグナリン
グ）を通じてＶＣＩ（例えば、
【０３７１】
【化１６５】

）を受信することができる。ここで、ＰＵＣＣＨ　ＤＭＲＳ用第１ＶＣＩ（例えば、
【０３７２】

【化１６６】

）とＰＵＳＣＨ　ＤＭＲＳ用第２ＶＣＩ（例えば、
【０３７３】
【化１６７】

）は別個のパラメータとして（すなわち、独立したパラメータとして）シグナリング／設
定され得る。
【０３７４】
　段階Ｓ１３２０で、端末は参照信号シーケンス（例えば、ＰＵＣＣＨ　ＤＭＲＳシーケ
ンス及び／又はＰＵＳＣＨ　ＤＭＲＳシーケンス）を生成することができる。ＤＭＲＳシ
ーケンス生成において、本発明で提案する例示を適用することができる。例えば、上位層
によってＶＣＩが設定される場合には、本発明で提案する例示によってグループホッピン
グパターン、シーケンスシフトパターン、シーケンスホッピング及び／又はＣＳホッピン
グなどを決定することができ、これによってＤＭＲＳシーケンスを生成することができる
。仮に、上位層によってＶＣＩが設定されない場合には、既存の無線通信システムで定義
するように、ＰＣＩを用いてＰＵＣＣＨ　ＤＭＲＳシーケンス及び／又はＰＵＳＣＨ　Ｄ
ＭＲＳシーケンスを生成することができる。以上の本発明の様々な実施例で説明した事項
は独立して適用されてもよく、２つ以上の実施例が同時に適用されてもよい。その重複す
る内容は明確性のために説明を省略する。
【０３７５】
　段階Ｓ１３３０で、端末は、生成されたＤＭＲＳを上りリンクリソースにマップして、
基地局に送信することができる。ＰＵＳＣＨ　ＤＭＲＳがマップされるリソース要素の位
置及び／又はＰＵＣＣＨ　ＤＭＲＳがマップされるリソース要素の位置は、図５乃至図１
０を参照して説明した通りである。
【０３７６】
　一方、基地局にとっては、端末が送信する上りリンク参照信号を受信するに当たり、本
発明で提案する参照信号シーケンス生成方案に従って端末が参照信号を生成したと仮定し
た上、参照信号を検出することができる。
【０３７７】
　図１４は、本発明に係る端末装置の好適な実施例の構成を示す図である。
【０３７８】
　図１４を参照すると、本発明に係る端末装置１０は、送信器１１、受信器１２、プロセ
ッサ１３、メモリー１４及び複数個のアンテナ１５を備えることができる。複数個のアン
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テナ１５は、ＭＩＭＯ送受信を支援する端末装置を意味する。送信器１１は、外部装置（
例えば、基地局）に各種の信号、データ及び情報を送信することができる。受信器１２は
、外部装置（例えば、基地局）から各種の信号、データ及び情報を受信することができる
。プロセッサ１３は、端末装置１０の動作全般を制御することができる。
【０３７９】
　本発明の一例に係る端末装置１０は、上りリンク信号を送信するように構成することが
できる。
【０３８０】
　端末装置１０のプロセッサ１３は、受信器１１を用いて基地局から上位層シグナリング
（例えば、ＲＲＣシグナリング）を通じてＶＣＩ（例えば、
【０３８１】
【化１６８】

）を受信することができる。ここで、ＰＵＳＣＨ　ＤＭＲＳ用ＶＣＩ（例えば、
【０３８２】
【化１６９】

）とＰＵＣＣＨ　ＤＭＲＳ用ＶＣＩ（例えば、
【０３８３】

【化１７０】

）は独立してシグナリング／設定され得る。
【０３８４】
　端末装置１０のプロセッサ１３は、参照信号シーケンス（例えば、ＰＵＣＣＨ　ＤＭＲ
Ｓシーケンス及び／又はＰＵＳＣＨ　ＤＭＲＳシーケンス）を生成するように構成するこ
とができる。ＤＭＲＳシーケンス生成において、本発明で提案する例示を適用することが
できる。例えば、プロセッサ１３は、上位層によってＶＣＩが設定される場合には、本発
明で提案する例示に従ってグループホッピングパターン、シーケンスシフトパターン、シ
ーケンスホッピング及び／又はＣＳホッピングなどを決定でき、これによってＤＭＲＳシ
ーケンスを生成することができる。又は、ＶＣＩの可能なそれぞれの場合に対して生成さ
れるようなグループホッピングパターン、シーケンスシフトパターン、シーケンスホッピ
ング及び／又はＣＳホッピングの値をあらかじめテーブルとして作成しておき、設定され
るＶＣＩ値によって適切な結果物を見つかる方式で上記例示が具現されてもよい。仮に、
上位層によってＶＣＩが設定されない場合は、既存の無線通信システムで定義するように
、ＰＣＩを用いてＰＵＣＣＨ　ＤＭＲＳシーケンス及び／又はＰＵＳＣＨ　ＤＭＲＳシー
ケンスが生成されてもよい。
【０３８５】
　端末装置１０のプロセッサ１３は、生成されたＤＭＲＳを上りリンクリソースにマップ
して、送信器１２を用いて基地局に送信することができる。ＰＵＳＣＨ　ＤＭＲＳがマッ
プされるリソース要素の位置及び／又はＰＵＣＣＨ　ＤＭＲＳがマップされるリソース要
素の位置は、図５乃至図１０を参照して説明した通りである。
【０３８６】
　端末装置１０のプロセッサ１３は、その他にも、端末装置１０が受信した情報、外部に
送信する情報などを演算処理する機能を担い、メモリー１４は、演算処理された情報など
を所定時間記憶することができる。メモリー１４はバッファー（図示せず）などの構成要
素に取り替えてもよい。
【０３８７】
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　このような端末装置１０の具体的な構成は、前述した本発明の様々な実施例で説明した
事項が独立して適用されたり、又は２つ以上の実施例が同時に適用されるように具現する
ことができ、重複する内容は明確性のために説明を省略する。
【０３８８】
　また、本発明に係る基地局装置は、送信器、受信器、プロセッサ、メモリー及びアンテ
ナなどを備えるように構成することができる。基地局装置のプロセッサは、端末装置１０
が送信する上りリンク参照信号を受信するに当たり、本発明で提案する参照信号シーケン
ス生成方案に従って端末装置１０が参照信号を生成したと仮定した上、参照信号を検出す
るように構成することができる。
【０３８９】
　また、本発明の様々な実施例の説明において、下りリンク送信主体（ｅｎｔｉｔｙ）又
は上りリンクとしては主に基地局を例に取って説明し、下りリンク受信主体又は上りリン
ク送信主体としては主に端末を例に取って説明したが、本発明の範囲がこれに制限される
ものではない。例えば、上記の基地局に関する説明は、セル、アンテナポート、アンテナ
ポートグループ、ＲＲＨ、送信ポイント、受信ポイント、アクセスポイント、中継機など
が端末への下りリンク送信主体となったり、端末からの上りリンク受信主体となる場合に
も同様に適用することができる。また、中継機が端末への下りリンク送信主体となったり
端末からの上りリンク受信主体となる場合、又は中継機が基地局への上りリンク送信主体
となったり基地局からの下りリンク受信主体となる場合にも、本発明の様々な実施例を通
じて説明した本発明の原理を同様に適用することもできる。
【０３９０】
　上述した本発明の実施例は様々な手段を用いて具現することができる。例えば、本発明
の実施例は、ハードウェア、ファームウェア（ｆｉｒｍｗａｒｅ）、ソフトウェア又はそ
れらの結合などによって具現することができる。
【０３９１】
　ハードウェアによる具現の場合、本発明の実施例に係る方法は、一つ又はそれ以上のＡ
ＳＩＣｓ（Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃ　Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　Ｃｉｒ
ｃｕｉｔｓ）、ＤＳＰｓ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｓｉｇｎａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｏｒｓ）、Ｄ
ＳＰＤｓ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｓｉｇｎａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｄｅｖｉｃｅｓ）、
ＰＬＤｓ（Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　Ｌｏｇｉｃ　Ｄｅｖｉｃｅｓ）、ＦＰＧＡｓ（Ｆ
ｉｅｌｄ　Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　Ｇａｔｅ　Ａｒｒａｙｓ）、プロセッサ、コント
ローラ、マイクロコントローラ、マイクロプロセッサなどによって具現することができる
。
【０３９２】
　ファームウェアやソフトウェアによる具現の場合、本発明の実施例に係る方法は、以上
で説明された機能又は動作を実行するモジュール、手順又は関数などの形態で具現するこ
とができる。ソフトウェアコードは、メモリーユニットに保存され、プロセッサによって
駆動されてよい。メモリーユニットは、プロセッサの内部又は外部に設けられ、既に公知
の様々な手段によってプロセッサとデータを交換することができる。
【０３９３】
　以上開示された本発明の好ましい実施例についての詳細な説明は、当業者が本発明を具
現して実施できるように提供された。以上では本発明の好適な実施例を参照して説明した
が、当該技術の分野における熟練した当業者に理解されるように、本発明の領域から逸脱
しない範囲内で本発明を様々に修正及び変更することもできる。例えば、当業者は、上記
の実施例に記載された各構成を互いに組み合わせる方式で用いてもよい。したがって、本
発明は、ここに開示されている実施形態に制限されるものではなく、ここに開示されてい
る原理及び新規な特徴と一致する最も広い範囲を与えるためのものである。
【０３９４】
　本発明は、本発明の精神及び必須特徴から逸脱することなく、他の特定の形態に具体化
することができる。そのため、上記の詳細な説明はいずれの面においても制約的に解釈し
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てはならず、例示的なものとして考慮しなければならない。本発明の範囲は、添付した請
求項の合理的解釈によって定めなければならず、本発明の等価的範囲内における変更はい
ずれも本発明の範囲に含まれる。本発明は、ここに開示されている実施形態に制限される
ものではなく、ここに開示されている原理及び新規な特徴と一致する最も広い範囲を有す
るものである。また、特許請求の範囲で明示的な引用関係を有しない請求項を結合して実
施例を構成してもよく、出願後の補正によって新しい請求項として含めてもよい。
【産業上の利用可能性】
【０３９５】
　上述したような本発明の実施の形態は様々な移動通信システムに適用可能である。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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