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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線基地局と、前記無線基地局に接続する端末装置とを備えた無線通信システムにおい
て、
　前記無線基地局は、
　　各サブフレームにおける参照信号と共有データチャネル信号との電力比をそれぞれ示
す電力比パターンを決定するパターン決定部と、
　　決定した電力比パターンにしたがって各サブフレームの電力比を識別するための識別
情報を含んだ下りリンク信号を送信する送信部と、を具備し、
　前記端末装置は、
　　前記無線基地局から前記識別情報を含んだ下りリンク信号を受信する受信部と、
　　受信した下りリンク信号に含まれた前記識別情報にしたがってサブフレーム内の参照
信号と共有データチャネルとの電力比を導出する電力比決定部と、を具備したことを特徴
とする無線通信システム。
【請求項２】
　前記無線基地局において、
　　前記パターン決定部は、端末装置個別に電力比パターンを決定する、
ことを特徴とする請求項１記載の無線通信システム。
【請求項３】
　前記無線基地局は、
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　動的に切り替えて設定されるサブフレームにおいて、当該サブフレームにスケジュール
されたサブフレーム種別と同一のサブフレーム種別が割り当てられている端末装置を選択
するスケジューラを備えたことを特徴とする請求項２記載の無線通信システム。
【請求項４】
　前記無線基地局において、
　　前記送信部は、決定した電力比パターンのビットマップを前記識別情報としてハイヤ
レイヤでシグナリングし、
　前記端末装置において、
　　前記電力比決定部は、ハイヤレイヤで通知された電力比パターンのビットマップから
電力比を導出する、ことを特徴とする請求項１記載の無線通信システム。
【請求項５】
　前記無線基地局において、
　　前記送信部は、決定した電力比パターンにしたがっていずれの電力比を用いるかを示
す制御情報を前記識別情報としてサブフレーム単位で下りリンク制御信号に多重し、
　前記端末装置において、
　　前記受信部は、下りリンク制御信号からいずれの電力比を用いるかを示す制御情報を
分離する、
ことを特徴とする請求項１記載の無線通信システム。
【請求項６】
　前記無線基地局において、
　　前記送信部は、前記端末装置に送信用のサブフレームの割当ての有無を知らせるユー
ザ識別子が１端末装置当たり複数割り当てられていて、電力比パターンにしたがっていず
れかのユーザ識別子をいずれの電力比を用いるかを示す制御情報として下りリンク制御信
号に組み込み、
　前記端末装置において、
　　前記電力比決定部は、下りリンク制御信号に組み込まれたユーザ識別子に基づいて電
力比を導出する、
ことを特徴とする請求項１記載の無線通信システム。
【請求項７】
　前記無線基地局において、
　前記送信部は、電力比が設定される割当て信号として１端末装置当たり少なくとも２種
類の割当て信号を下りリンク制御信号に割当て可能であり、２種類の割当て信号に対して
別々の電力比を設定し、
　前記端末装置において、
　　前記電力比決定部は、下りリンク制御信号に含まれたいずれか一方の割当て信号から
電力比を導出する、
ことを特徴とする請求項１記載の無線通信システム。
【請求項８】
　　各サブフレームにおける参照信号と共有データチャネル信号との電力比をそれぞれ示
す電力比パターンを決定するパターン決定部と、
　　決定した電力比パターンにしたがって各サブフレームの電力比を識別するための識別
情報を端末装置に送信する送信部と、
を具備したことを特徴とする無線基地局。
【請求項９】
　　各サブフレームにおける参照信号と共有データチャネル信号との電力比を識別するた
めの識別情報が含まれた下りリンク信号を受信する受信部と、
　　受信した下りリンク信号に含まれた前記識別情報にしたがってサブフレーム内の参照
信号と共有データチャネルとの電力比を導出する電力比決定部と、
を具備したことを特徴とする端末装置。
【請求項１０】
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　無線基地局と端末装置との間の無線通信を制御する無線通信制御方法において、
　各サブフレームにおける参照信号と共有データチャネル信号との電力比をそれぞれ示す
電力比パターンを決定するステップと、
　決定した電力比パターンにしたがって各サブフレームの電力比を識別するための識別情
報を含んだ下りリンク信号を前記無線基地局から前記端末装置へ送信するステップと、
　前記端末装置が前記無線基地局から前記識別情報を含んだ下りリンク信号を受信するス
テップと、
　受信した下りリンク信号に含まれた前記識別情報にしたがってサブフレーム内の参照信
号と共有データチャネルとの電力比を導出するステップと、を具備したことを特徴とする
無線通信制御方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線通信システム、基地局装置、移動端末装置及び通信制御方法に関し、特
に、干渉コーディネーションにより移動端末装置間の干渉を抑制する無線通信システム、
基地局装置、端末装置及び無線通信制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＵＭＴＳ（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｔｅｌｅｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ
ｓ　Ｓｙｓｔｅｍ）ネットワークにおいては、周波数利用効率の向上、データレートの向
上を目的として、ＨＳＤＰＡ（Ｈｉｇｈ　Ｓｐｅｅｄ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｐａｃｋｅｔ
　Ａｃｃｅｓｓ）やＨＳＵＰＡ（Ｈｉｇｈ　Ｓｐｅｅｄ　Ｕｐｌｉｎｋ　Ｐａｃｋｅｔ　
Ａｃｃｅｓｓ）を採用することにより、Ｗ－ＣＤＭＡ（Ｗｉｄｅｂａｎｄ　Ｃｏｄｅ　Ｄ
ｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ）をベースとしたシステムの特徴を最
大限に引き出すことが行われている。このＵＭＴＳネットワークについては、更なる高速
データレート、低遅延などを目的としてロングタームエボリューション（ＬＴＥ：Ｌｏｎ
ｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）が合意された（非特許文献１）。ＬＴＥでは、多重
方式として、下り回線（下りリンク）にＷ－ＣＤＭＡとは異なるＯＦＤＭＡ（Ｏｒｔｈｏ
ｇｏｎａｌ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ
）が適用される。
【０００３】
　第３世代のシステムは、概して５ＭＨｚの固定帯域を用いて、下り回線で最大２Ｍｂｐ
ｓ程度の伝送レートを実現できる。一方、ＬＴＥのシステムでは、１．４ＭＨｚ～２０Ｍ
Ｈｚの可変帯域を用いて、下り回線で最大３００Ｍｂｐｓ及び上り回線で７５Ｍｂｐｓ程
度の伝送レートを実現できる。また、ＵＭＴＳネットワークにおいては、更なる広帯域化
及び高速化を目的として、ＬＴＥの後継のシステムも検討されている（例えば、ＬＴＥア
ドバンスト（ＬＴＥ－Ａ））。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００４】
【非特許文献１】３ＧＰＰ，　ＴＲ２５．９１２　（Ｖ７．１．０），　“Ｆｅａｓｉｂ
ｉｌｉｔｙ　ｓｔｕｄｙ　ｆｏｒ　Ｅｖｏｌｖｅｄ　ＵＴＲＡ　ａｎｄ　ＵＴＲＡＮ”，
　Ｓｅｐｔ．　２００６
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　既に合意されたＬＴＥ－Ａの１つであるＲｅｌｅａｓｅ１０　ＬＴＥにおいては、従来
のセルラ環境に加えてローカルエリア環境を重視したＨｅｔｅｒｏｇｅｎｅｏｕｓ　Ｎｅ
ｔｗｏｒｋ（Ｈｅｔ　Ｎｅｔ）構成が採用されている。一般に、Ｈｅｔ　Ｎｅｔのような
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階層型ネットワークにおいては、相対的に広いエリアをカバーするマクロセルの基地局装
置（マクロ基地局）は、相対的に狭いエリアをカバーする小セルの基地局装置（ピコ基地
局、フェムト基地局、ＲＲＨ基地局等）よりも下り送信電力が大きく設定される。このよ
うに送信電力が大きいマクロ基地局からピコ基地局への干渉を低減するために干渉コーデ
ィネーション技術が検討されている。
【０００６】
　このような干渉コーディネーション技術の一つとして、ＬＴＥでは、ＭＢＳＦＮ（Ｍｕ
ｌｔｉｍｅｄｉａ　Ｂｒｏａｄｃａｓｔ　ｍｕｌｔｉｃａｓｔ　ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｓｉｎ
ｇｌｅ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）サブフレームが規定されている。ＭＢＳ
ＦＮサブフレームとは、制御チャネル以外をブランク期間（無送信）にすることが可能な
サブフレームである。Ｈｅｔ　Ｎｅｔ構成における時間領域の干渉コーディネーション技
術として、ＭＢＳＦＮサブフレームを利用して、マクロ基地局が送信する無線フレームに
、無送信電力区間となるサブフレーム（ＡＢＳ：Ａｌｍｏｓｔ　Ｂｌａｎｋ　Ｓｕｂｆｒ
ａｍｅ）を設け、小セルのセルエッジ付近にいる移動局装置（移動局）に対してＡＢＳ区
間の無線リソースを割り当てることが検討されている。小セルのセルエッジ付近にいる移
動局に対してＡＢＳ区間の無線リソースを割り当てることにより、当該移動局は、ＡＢＳ
区間ではマクロ基地局からの送信電力の影響を抑制した状況下で小セル基地局に接続する
ことが可能になる。
【０００７】
　一方、現在議論されているＬＴＥ－Ａの１つであるＲｅｌｅａｓｅ１１　ＬＴＥにおい
ては、無送信電力に設定されるサブフレームであるＡＢＳに、送信電力を一部割り当てて
利用することが検討されている。このように送信電力が減じられたＰＤＳＣＨが割り当て
られるＡＢＳは、Ｎｏｎ－ｚｅｒｏ　ｔｒａｎｓｍｉｔ　ｐｏｗｅｒ　ＡＢＳと呼ぶこと
ができる。このようなＮｏｎ－ｚｅｒｏ　ｔｒａｎｓｍｉｔ　ｐｏｗｅｒ　ＡＢＳを活用
することにより、ＨｅｔＮｅｔのような階層型ネットワークにおける干渉低減を確保しな
がら、システム全体のスループット特性を改善することが期待される。
【０００８】
　本発明はかかる点に鑑みてなされたものであり、ＨｅｔＮｅｔのような階層型ネットワ
ークにおける干渉低減を確保しながら、システム全体のスループット特性を改善すること
ができる無線通信システム、基地局装置、端末装置及び無線通信制御方法を提供すること
を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の無線通信システムは、無線基地局と、前記無線基地局に接続する端末装置とを
備えた無線通信システムであって、前記無線基地局は、各サブフレームにおける参照信号
と共有データチャネル信号との電力比をそれぞれ示す電力比パターンを決定するパターン
決定部と、決定した電力比パターンにしたがって各サブフレームの電力比を識別するため
の識別情報を含んだ下りリンク信号を送信する送信部と、を具備し、前記端末装置は、前
記無線基地局から前記識別情報を含んだ下りリンク信号を受信する受信部と、受信した下
りリンク信号に含まれた前記識別情報にしたがってサブフレーム内の参照信号と共有デー
タチャネルとの電力比を導出する電力比決定部とを具備することを特徴とする。
【００１０】
　本発明の無線基地局は、各サブフレームにおける参照信号と共有データチャネル信号と
の電力比をそれぞれ示す電力比パターンを決定するパターン決定部と、決定した電力比パ
ターンにしたがって各サブフレームの電力比を識別するための識別情報を送信する送信部
とを具備することを特徴とする。
【００１１】
　本発明の端末装置は、各サブフレームにおける参照信号と共有データチャネル信号との
電力比を識別するための識別情報が含まれた下りリンク信号を受信する受信部と、受信し
た下りリンク信号に含まれた前記識別情報にしたがってサブフレーム内の参照信号と共有
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データチャネルとの電力比を導出する電力比決定部とを具備することを特徴とする。
【００１２】
　本発明の無線通信制御方法は、無線基地局と端末装置との間の無線通信を制御する無線
通信制御方法であって、各サブフレームにおける参照信号と共有データチャネル信号との
電力比をそれぞれ示す電力比パターンを決定するステップと、決定した電力比パターンに
したがって各サブフレームの電力比を識別するための識別情報を含んだ下りリンク信号を
前記無線基地局から前記端末装置へ送信するステップと、前記端末装置が前記無線基地局
から前記識別情報を含んだ下りリンク信号を受信するステップと、受信した下りリンク信
号に含まれた前記識別情報にしたがってサブフレーム内の参照信号と共有データチャネル
との電力比を導出するステップと、を具備することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、ＨｅｔＮｅｔのような階層型ネットワークにおける干渉低減を確保し
ながら、システム全体のスループット特性を改善することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａシステムのシステム帯域の説明図である。
【図２】Ｈｅｔｅｒｏｇｅｎｅｏｕｓ　Ｎｅｔｗｏｒｋの概要の説明図である。
【図３】ＬＴＥ－Ａ（Ｒｅｌｅａｓｅ１０　ＬＴＥ）の無線フレームを構成するサブフレ
ーム種別の説明図である。
【図４】無線基地局装置から通知されるＭｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｓｏｕｒｃｅの説
明図である。
【図５】図４Ａ、Ｂに示すＭｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｓｏｕｒｃｅで受信品質の測定
が指示される無線フレームの一例の説明図である。
【図６】図５Ｂに示す無線フレームにおけるＡＢＳをＮｏｎ－ｚｅｒｏ　ｐｏｗｅｒ　Ａ
ＢＳに置換した場合の無線フレームの説明図である。
【図７】本発明の第１の態様に係るＣＲＳ／ＰＤＳＣＨ電力比パターンの説明図である。
【図８】第１の態様で複数のＵＥ（ＵＥ＃Ａ、ＵＥ＃Ｂ）に設定したＣＲＳ／ＰＤＳＣＨ
電力比パターンの説明図である。
【図９】図８Ａ、Ｂに示す電力比パターンが設定された場合における無線フレームに対す
るユーザ割り当ての説明図である。
【図１０】本発明の第３の態様において、ＵＥで求められるＣＲＳ／ＰＤＳＣＨ電力比パ
ターンの説明図である。
【図１１】無線通信システムのネットワーク構成図である。
【図１２】基地局装置の全体構成の説明図である。
【図１３】移動端末装置の全体構成の説明図である。
【図１４】基地局装置が有するベースバンド信号処理部の機能ブロック図である。
【図１５】移動端末装置が有するベースバンド信号処理部の機能ブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　本発明に係る無線通信システム、無線基地局、端末装置及び無線通信制御方法は、次世
代無線通信システムの１つであるＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａシステムに適用可能である。最初に
、ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａシステムの概要について説明する。
【００１６】
　図１は、下りリンクで移動通信が行われる際の周波数使用状態を説明するための図であ
る。なお、以下の説明では基本周波数ブロックをコンポーネントキャリアとして説明する
。図１に示す例は、複数のコンポーネントキャリアで構成される相対的に広いシステム帯
域を持つＬＴＥ－Ａシステムと、相対的に狭い（ここでは、一つのコンポーネントキャリ
アで構成される）システム帯域を持つＬＴＥシステムが併存する場合の周波数使用状態を
示している。
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【００１７】
　ＬＴＥ－Ａシステムにおいては、例えば、１００ＭＨｚ以下の可変のシステム帯域幅で
無線通信し、ＬＴＥシステムにおいては、２０ＭＨｚ以下の可変のシステム帯域幅で無線
通信する。ＬＴＥ－Ａシステムのシステム帯域は、ＬＴＥシステムのシステム帯域を一単
位とする少なくとも一つの基本周波数領域（コンポーネントキャリア：ＣＣ）となってい
る。このように複数の基本周波数領域を一体として広帯域化することをキャリアアグリゲ
ーションという。
【００１８】
　例えば、図１においては、ＬＴＥ－Ａシステムのシステム帯域は、ＬＴＥシステムのシ
ステム帯域（ベース帯域：２０ＭＨｚ）を一つのコンポーネントキャリアとする５つのコ
ンポーネントキャリアの帯域を含むシステム帯域（２０ＭＨｚ×５＝１００ＭＨｚ）とな
っている。図１においては、移動端末装置ＵＥ（Ｕｓｅｒ　Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ）＃１は
、ＬＴＥ－Ａシステム対応（ＬＴＥシステムにも対応）の移動端末装置であり、１００Ｍ
Ｈｚのシステム帯域を持ち、ＵＥ＃２は、ＬＴＥ－Ａシステム対応（ＬＴＥシステムにも
対応）の移動端末装置であり、４０ＭＨｚ（２０ＭＨｚ×２＝４０ＭＨｚ）のシステム帯
域を持ち、ＵＥ＃３は、ＬＴＥシステム対応（ＬＴＥ－Ａシステムには対応せず）の移動
端末装置であり、２０ＭＨｚ（ベース帯域）のシステム帯域を持つ。
【００１９】
　図２にＨｅｔＮｅｔの概要が示されている。図２に示すように、ＨｅｔＮｅｔは、既存
のマクロセルＣ１（大規模セル）に加え、ピコセルＣ２やフェムトセル等（小規模セル）
の様々な形態のセルをオーバレイした階層型ネットワークである。このＨｅｔＮｅｔにお
いては、相対的に広いエリアをカバーするマクロセルＣ１の無線基地局装置（以下、一曲
又はマクロ基地局という）Ｂ２は、相対的に狭いエリアをカバーするピコセルＣ２の無線
基地局装置（以下、基地局又はピコ基地局という）Ｂ１よりも下り送信電力が大きく設定
されている。
【００２０】
　ＨｅｔＮｅｔのような階層型ネットワークでは、ピコセルＣ２のセルエッジにいる移動
端末装置（以下、ＵＥ又は移動局という）は、ピコ基地局Ｂ１と近い位置にいるにも関わ
らず、ピコセルＣ２に接続できないといった問題が生じる。すなわち、ピコセルＣ２のセ
ルエッジは、ピコ基地局Ｂ１の送信電力よりもマクロ基地局Ｂ２の送信電力が大きい。そ
の結果、ピコセルＣ２のセルエッジにいるＵＥは、ピコセルＣ１のピコ基地局Ｂ１からの
無線フレームを捕えることができず、より送信電力が大きいマクロ基地局Ｂ２からの無線
フレームを捕えてマクロセルＣ１に接続する。これは、ピコセルＣ２の本来のエリアがマ
クロ基地局Ｂ２によって浸食されて縮小していることを意味する。
【００２１】
　マクロ基地局からピコ基地局への干渉を低減するための干渉コーディネーション技術と
して、ＬＴＥで仕様化されたＭＢＳＦＮサブフレームを利用することが考えられる。具体
的には、Ｈｅｔ　Ｎｅｔ構成における時間領域の干渉コーディネーション技術として、Ｍ
ＢＳＦＮサブフレームを利用して、マクロ基地局が送信する無線フレームに、無送信電力
区間となるサブフレーム（ＡＢＳ）を設け、ピコセルのセルエッジ付近にいる移動局装置
（移動局）に対してＡＢＳ区間の無線リソースを割り当てることが検討されている。上記
したように、ピコセルのセルエッジ付近にいるＵＥに対してＡＢＳ区間の無線リソースを
割り当てることにより、当該ＵＥは、ＡＢＳ区間ではマクロ基地局からの送信電力の影響
を受けないでピコセルに接続することが可能になる。
【００２２】
　図３は、ＬＴＥ－Ａ（Ｒｅｌｅａｓｅ１０　ＬＴＥ）の無線フレームを構成するサブフ
レーム種別の説明図である。ＬＴＥ－Ａ（Ｒｅｌｅａｓｅ１０　ＬＴＥ）において、ＡＢ
Ｓを適用する場合、無線フレームは、図３に示す３種類のサブフレームで構成されること
ができる。具体的には、１）半静的に通常のサブフレーム（ノーマルサブフレーム）とし
て設定されるサブフレームと、２）半静的にＡＢＳとして設定されるサブフレームと、３
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）動的に切り替えてノーマルサブフレーム又はＡＢＳとして設定されるサブフレームとで
構成される。
【００２３】
　図３に示す無線フレームにおいては、ノーマルサブフレーム及びＡＢＳが９サブフレー
ム毎に設定され、これらのノーマルサブフレーム及びＡＢＳ以外のサブフレームにノーマ
ルサブフレーム又はＡＢＳが設定される（図５参照）。すなわち、１）ノーマルサブフレ
ーム及び２）ＡＢＳ以外のサブフレームでは、動的に切り替えてノーマルサブフレーム又
はＡＢＳが設定される。
【００２４】
　このような無線フレームを受信すると、ＵＥは、各サブフレームの受信品質を測定し、
測定したチャネル品質情報を基地局にフィードバックする必要がある。ノーマルサブフレ
ーム及びＡＢＳにおける適切なチャネル品質情報のフィードバックを実現するため、基地
局からは、受信品質を測定すべきサブフレームを指示するＭｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅ
ｓｏｕｒｃｅ１、２がＵＥに通知される。Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｓｏｕｒｃｅ１
は、受信品質を測定するノーマルサブフレームのサブフレーム位置を指示するビットマッ
プであり、Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｓｏｕｒｃｅ２は、受信品質を測定するＡＢＳ
のサブフレーム位置を指示するビットマップである。これらのＭｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　
ｒｅｓｏｕｒｃｅは、上位制御信号（例えば、ハイヤレイヤシグナリング）によりＵＥに
通知される。
【００２５】
　図４は、基地局から通知されるＭｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｓｏｕｒｃｅの説明図で
ある。図４Ａは、基地局から通知されるＭｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｓｏｕｒｃｅ１を
示し、図４Ｂは、基地局から送信されるＭｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｓｏｕｒｃｅ２を
示す。図４Ａ、Ｂに示すように、Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｓｏｕｒｃｅは、受信品
質を測定するサブフレーム位置に対応づけて「１」が設定され、その他のサブフレーム位
置に「０」が設定されたビットマップで構成される。
【００２６】
　Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｓｏｕｒｃｅ１では、図４Ａに示すように、受信品質を
測定する特定のノーマルサブフレームに「１」が設定され、それ以外のサブフレーム位置
には「０」が設定される。同様に、Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｓｏｕｒｃｅ２では、
図４Ｂに示すように、受信品質を測定する特定のＡＢＳに「１」が設定され、それ以外の
サブフレーム位置に「０」が設定される。移動局は、Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｓｏ
ｕｒｃｅ１で指定された特定のノーマルサブフレームで受信品質を測定する。また、移動
局は、Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｓｏｕｒｃｅ２で指定された特定のＡＢＳで受信品
質を測定する。
【００２７】
　図５は、図４Ａ、Ｂに示すＭｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｓｏｕｒｃｅで受信品質の測
定が指示される無線フレームの一例を示している。なお、図５Ｂにおいては、横軸に時間
を示し、縦軸に送信電力を示している。また、図５Ａにおいては、各サブフレームで送信
される参照信号（Ｃｅｌｌ　ｓｐｅｃｉｆｉｃ　ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　ｓｉｇｎａｌ（Ｃ
ＲＳ）を省略し、図５Ｂにおいては、当該参照信号（ＣＲＳ）を図５Ａに示す無線フレー
ムに付加して示している。
【００２８】
　図５Ａに示す無線フレームにおいては、図４Ａに示すＭｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｓ
ｏｕｒｃｅ１で受信品質の測定が指示されるサブフレーム（例えば、図５における左端か
ら１番目、９番目、１７番目のサブフレーム）にノーマルサブフレームが割り当てられて
いる。また、図４Ｂに示すＭｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｓｏｕｒｃｅ２で受信品質の測
定が指示されるサブフレーム（例えば、図５における左端から２番目、１０番目、１８番
目のサブフレーム）にＡＢＳが割り当てられている。なお、図５においては、動的に切り
替えてノーマルサブフレーム又はＡＢＳが設定されるサブフレーム（例えば、図５におけ
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る左端から３番目～８番目、１１番目～１６番目、１９番目～２４番目のサブフレーム）
において、ノーマルサブフレーム又はＡＢＳが適宜選択された場合について示している。
【００２９】
　各サブフレームで送信されるＣＲＳの送信電力は、図５Ｂに示すように、ＡＢＳが割り
当てられたサブフレームにおいても、ノーマルサブフレームの送信電力（より具体的には
、ノーマルサブフレームに割り当てられたＰＤＳＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｄｏｗｎｌｉ
ｎｋ　Ｓｈａｒｅｄ　Ｃｈａｎｎｅｌ）の送信電力）と同レベルに設定されている。これ
は、ＵＥにおいては、ＡＢＳが割り当てられたサブフレームにおいても、ハンドオーバ等
のために基準信号受信電力（ＲＳＲＰ：Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ　Ｒｅｃｅｉ
ｖｅｄ　Ｐｏｗｅｒ）を測定する必要があるためである。
【００３０】
　ＬＴＥ－Ａ（Ｒｅｌｅａｓｅ１０　ＬＴＥ）においては、ノーマルサブフレームのみに
ＰＤＳＣＨが割り当てられ、ＡＢＳにＰＤＳＣＨが割り当てられない。このため、ＵＥは
、ノーマルサブフレームのみにおいて、ＰＤＳＣＨの復調が要求される。ＰＤＳＣＨの復
調には、ＣＲＳの送信電力に対するＰＤＳＣＨの送信電力の比（以下、「ＣＲＳ／ＰＤＳ
ＣＨ電力比」という）を把握する必要がある。このＣＲＳ／ＰＤＳＣＨ電力比は、ハイヤ
レイヤシグナリングで通知されており、適切にＰＤＳＣＨを復調できる。
【００３１】
　一方、ＬＴＥ－Ａ（Ｒｅｌｅａｓｅ１１　ＬＴＥ）においては、ＬＴＥにて無送信電力
区間として設定されるサブフレーム（ＡＢＳ）に、ノーマルサブフレームよりも小さい送
信電力の割り当てを許容して、送信電力の減じられたＰＤＳＣＨを配置することが検討さ
れている。このようにＡＢＳに送信電力の減じられたＰＤＳＣＨを配置するサブフレーム
は、Ｎｏｎ－ｚｅｒｏ　ｔｒａｎｓｍｉｔ　ｐｏｗｅｒ　ＡＢＳ（以下、「Ｎｏｎ－ｚｅ
ｒｏ　ｐｏｗｅｒ　ＡＢＳ」という）と呼ぶことができる。つまり、ＬＴＥ－Ａ（Ｒｅｌ
ｅａｓｅ１１　ＬＴＥ）においては、ノーマルサブフレームのみならず、ＡＢＳでもＰＤ
ＳＣＨが送信される。
【００３２】
　図６は、図５Ｂに示す無線フレームにおけるＡＢＳをＮｏｎ－ｚｅｒｏ　ｐｏｗｅｒ　
ＡＢＳに置換した場合の無線フレームの説明図である。図６に示す無線フレームにおいて
は、図４Ｂに示すＭｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｓｏｕｒｃｅ２で受信品質の測定が指示
されるサブフレーム（例えば、図５における左端から２番目、１０番目、１８番目のサブ
フレーム）にＮｏｎ－ｚｅｒｏ　ｐｏｗｅｒ　ＡＢＳが割り当てられている。
【００３３】
　図６に示すように、Ｎｏｎ－ｚｅｒｏ　ｐｏｗｅｒ　ＡＢＳには、一定の送信電力が割
り当てられており、ＰＤＳＣＨの送信に利用される。このため、ＬＴＥ－Ａ（Ｒｅｌｅａ
ｓｅ１１　ＬＴＥ）においては、ノーマルサブフレームのみならず、Ｎｏｎ－ｚｅｒｏ　
ｐｏｗｅｒ　ＡＢＳでもＰＤＳＣＨの復調が要求される。ＬＴＥ（Ｒｅｌｅａｓｅ８　Ｌ
ＴＥ）からノーマルサブフレームのＣＲＳに対する電力比が規定されていたが、今回Ｎｏ
ｎ－ｚｅｒｏ　ｐｏｗｅｒ　ＡＢＳに対して新たに電力比を規定する必要が生じた。
【００３４】
　本発明者らは、ＬＴＥ－Ａ（Ｒｅｌｅａｓｅ１１　ＬＴＥ）においては、ＰＤＳＣＨの
復調に際して新たにＮｏｎ－ｚｅｒｏ　ｐｏｗｅｒ　ＡＢＳのＣＲＳ／ＰＤＳＣＨ電力比
をＵＥ側で把握する必要ある点に着目し、本発明に至った。すなわち、本発明の骨子は、
各サブフレームにおけるＣＲＳ／ＰＤＳＣＨ電力比をそれぞれ示す電力比パターンを決定
し、その電力比パターンにしたがって各サブフレームの電力比を識別するための識別情報
を含んだ下りリンク信号を基地局からＵＥへ送信し、ＵＥで受信した下りリンク信号に含
まれた識別情報にしたがってサブフレーム内のＣＲＳ／ＰＤＳＣＨ電力比を導出すること
にある。
【００３５】
　本発明によれば、ＣＲＳ／ＰＤＳＣＨ電力比をそれぞれ示す電力比パターンを識別する
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ための識別情報がＵＥに送信されることから、ＵＥで各サブフレームにおけるＣＲＳ／Ｐ
ＤＳＣＨ電力比を把握できるので、ＬＴＥ－Ａ（Ｒｅｌｅａｓｅ１１　ＬＴＥ）において
、ノーマルサブフレーム及びＮｏｎ－ｚｅｒｏ　ｐｏｗｅｒ　ＡＢＳで送信される２種類
の送信電力を有するＰＤＳＣＨを適切に復調することが可能となる。この結果、Ｎｏｎ－
ｚｅｒｏ　ｐｏｗｅｒ　ＡＢＳに割り当てられたＰＤＳＣＨでデータ通信を行うことがで
きるので、ＨｅｔＮｅｔのような階層型ネットワークにおける干渉低減を確保しながら、
システム全体のスループット特性を改善することが可能となる。
【００３６】
　本発明の第１の態様においては、上述したＭｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｓｏｕｒｃｅ
１、２のシグナリングに加え、ＰＤＳＣＨの復調に必要となる２種類のＣＲＳ／ＰＤＳＣ
Ｈ電力比のパターン（以下、適宜「ＣＲＳ／ＰＤＳＣＨ電力比パターン」又は「電力比パ
ターン」という）を識別するための識別情報をビットマップベースでシグナリングする。
ＣＲＳ／ＰＤＳＣＨ電力比を識別するための識別情報としてＵＥ側に上位制御信号（例え
ば、ＲＲＣシグナリングなどのハイヤレイヤシグナリング）でＵＥ個別に送信することが
可能である。なお、以下においては、２種類の電力比パターンのビットマップを送信する
場合について説明するが、３種類以上の電力比パターンのビットマップを送信する態様と
してもよい。
【００３７】
　図７は、本発明の第１の態様に係るＣＲＳ／ＰＤＳＣＨ電力比パターンの説明図である
。図７Ａは、基地局から通知されるＭｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｓｏｕｒｃｅ１のビッ
トマップを示し、図７Ｂは、基地局から送信されるＭｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｓｏｕ
ｒｃｅ２のビットマップを示す。図７Ｃは、ＬＴＥ－Ａ（Ｒｅｌｅａｓｅ１１　ＬＴＥ）
でＰＤＳＣＨの復調に必要となる２種類のＣＲＳ／ＰＤＳＣＨ電力比パターンを示す。こ
の電力比パターンは、図７Ａ、Ｂに示すＭｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｓｏｕｒｃｅ１、
２に基づいて求められる。
【００３８】
　図７Ａに示すように、Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｓｏｕｒｃｅ１では、品質測定す
べき特定のノーマルサブフレーム位置に「１」が設定され、それ以外のサブフレーム位置
に「０」が設定される。Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｓｏｕｒｃｅ２では、図７Ｂに示
すように、品質測定すべき特定のＮｏｎ－ｚｅｒｏ　ｐｏｗｅｒ　ＡＢＳ位置に「１」が
設定され、それ以外のサブフレーム位置に「０」が設定される。
【００３９】
　図７Ｃに示す電力比パターンにおいては、図７Ａに示すＭｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅ
ｓｏｕｒｃｅ１で受信品質の測定が指示されるサブフレームに対応するビット情報（例え
ば、図７における左端から１番目、９番目、１７番目のビット情報）に、ノーマルサブフ
レームに対応する第１のＣＲＳ／ＰＤＳＣＨ電力比を示す「１」が設定されている。また
、図７Ｂに示すＭｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｓｏｕｒｃｅ２で受信品質の測定が指示さ
れるサブフレームに対応するビット情報（例えば、図７における左端から２番目、１０番
目、１８番目のビット情報）に、Ｎｏｎ－ｚｅｒｏ　ｐｏｗｅｒ　ＡＢＳに対応する第２
のＣＲＳ／ＰＤＳＣＨ電力比を示す「０」が設定されている。
【００４０】
　なお、図７Ｃにおいては、動的に切り替えてノーマルサブフレーム又はＮｏｎ－ｚｅｒ
ｏ　ｐｏｗｅｒ　ＡＢＳが設定されるサブフレームに対応するビット情報（例えば、図７
における左端から３番目～８番目、１１番目～１６番目、１９番目～２４番目のビット情
報）において、ノーマルサブフレーム又はＮｏｎ－ｚｅｒｏ　ｐｏｗｅｒ　ＡＢＳが適宜
選択された場合について示している。
【００４１】
　ノーマルサブフレームに対応する第１のＣＲＳ／ＰＤＳＣＨ電力比、並びに、Ｎｏｎ－
ｚｅｒｏ　ｐｏｗｅｒ　ＡＢＳに対応する第２のＣＲＳ／ＰＤＳＣＨ電力比は、基地局（
マクロ基地局、ピコ基地局）とＵＥとの間で予め把握するため、上記ハイヤレイヤシグナ
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リングで通知する。なお、図７Ｃに示す電力比パターンのビットマップを送信する際に、
これらの第１、第２のＣＲＳ／ＰＤＳＣＨ電力比を個別に送信する。また、これらのパタ
ーンを共通として報知チャネルで通知してもよい。
【００４２】
　本発明の第１の態様によれば、ＰＤＳＣＨの復調に必要となる２種類のＣＲＳ／ＰＤＳ
ＣＨ電力比パターンのビットマップが、電力比パターンを識別するための識別情報として
ＵＥに送信されることから、ＵＥで各サブフレームにおけるＣＲＳ／ＰＤＳＣＨ電力比を
導出できるので、ＬＴＥ－Ａ（Ｒｅｌｅａｓｅ１１　ＬＴＥ）において、ノーマルサブフ
レーム及びＮｏｎ－ｚｅｒｏ　ｐｏｗｅｒ　ＡＢＳで送信される２種類の送信電力を有す
るＰＤＳＣＨを適切に復調することが可能となる。この結果、Ｎｏｎ－ｚｅｒｏ　ｐｏｗ
ｅｒ　ＡＢＳに割り当てられたＰＤＳＣＨでデータ通信を行うことができるので、Ｈｅｔ
Ｎｅｔのような階層型ネットワークにおける干渉低減を確保しながら、システム全体のス
ループット特性を改善することが可能となる。
【００４３】
　第１の態様においては、図７Ｃに示すＣＲＳ／ＰＤＳＣＨ電力比パターンをＵＥ毎に決
定することができる。基本的に、マクロ基地局が干渉を与えるピコ基地局の状況（主にユ
ーザ数）に応じて無線フレームのうちどの程度をＡＢＳに割り当てるかを決定する。この
場合、ノーマルかＡＢＳかを動的に制御するが、ＵＥには準静的に制御することを特徴と
する。つまり、リソース割当て対象となるＵＥを半分程度に分けて、動的に制御したいサ
ブフレームにおいて、どちらにするかを決定した後、無線リソースを割り当てるＵＥを選
択する。例えば、マクロ基地局が、隣接マクロ、ピコ基地局からの制御信号から、どの程
度のリソースをＡＢＳとするかを決定する。また、動的な切り替えを実現するために、ノ
ーマル、ＡＢＳを仮定するＵＥがほぼ同程度となるようにパターンを決定する。その際に
各ＵＥからフィードバックされるチャネル品質情報や、各ＵＥに対して送信するためにバ
ッファされたバッファ情報に応じてＣＲＳ／ＰＤＳＣＨ電力比パターンを設定してもよい
。図８は、第１の態様で複数のＵＥ（ＵＥ＃Ａ、ＵＥ＃Ｂ）に設定したＣＲＳ／ＰＤＳＣ
Ｈ電力比パターンの説明図である。図８Ａは、ＵＥ＃Ａに設定したＣＲＳ／ＰＤＳＣＨ電
力比パターンを示し、図８Ｂは、ＵＥ＃Ｂに設定したＣＲＳ／ＰＤＳＣＨ電力比パターン
を示す。
【００４４】
　なお、図８Ａ、Ｂに示す電力比パターンにおいては、動的に切り替えてノーマルサブフ
レーム又はＮｏｎ－ｚｅｒｏ　ｐｏｗｅｒ　ＡＢＳが設定されるサブフレームに対応する
ビット情報（例えば、図８Ａ、Ｂにおける左端から３番目～８番目、１１番目～１６番目
、１９番目～２４番目のビット情報）において、ノーマルサブフレーム又はＮｏｎ－ｚｅ
ｒｏ　ｐｏｗｅｒ　ＡＢＳが適宜選択された場合について示している。
【００４５】
　特に、図８Ａ、Ｂに示す電力比パターンにおいては、ＵＥ＃ＡとＵＥ＃Ｂとで異なる電
力比パターンが設定される場合について示している。例えば、図８Ａ、Ｂにおける左端か
ら３番目、４番目のサブフレームにおいては、ＵＥ＃Ａに対してノーマルサブフレーム（
「１」）が割り当てられるのに対し、ＵＥ＃Ｂに対してＮｏｎ－ｚｅｒｏ　ｐｏｗｅｒ　
ＡＢＳ（「０」）が割り当てられている。また、図８Ａ、Ｂにおける左端から５番目、６
番目においては、ＵＥ＃Ａに対してＮｏｎ－ｚｅｒｏ　ｐｏｗｅｒ　ＡＢＳ（「０」）が
割り当てられるのに対し、ＵＥ＃Ｂに対してノーマルサブフレーム（「１」）が割り当て
られている。
【００４６】
　ここで、ＵＥ＃Ａ、＃Ｂに対して図８Ａ、Ｂに示す電力比パターンが決定された場合に
おける無線フレームに対するユーザ（ＵＥ）割り当てについて図９を参照しながら説明す
る。図９は、図８Ａ、Ｂに示す電力比パターンがＵＥ＃Ａ、＃Ｂに対してそれぞれ決定し
た場合における無線フレームに対するユーザ割り当ての説明図である。図９Ａにおいては
、図８Ａ、Ｂに示す電力比パターンに対応する無線フレームに割り当てられたノーマルサ



(11) JP 6022775 B2 2016.11.9

10

20

30

40

50

ブフレーム及びＮｏｎ－ｚｅｒｏ　ｐｏｗｅｒ　ＡＢＳの一例を示す。図９Ｂにおいては
、図９Ａに示す無線フレームに対して割り当てられたＵＥの一例を示す。
【００４７】
　今、図９Ａに示すように、サブフレーム単位で瞬時的にノーマルサブフレーム及びＮｏ
ｎ－ｚｅｒｏ　ｐｏｗｅｒ　ＡＢＳが割り当てられたものとする。例えば、基地局は、他
セルの干渉を考慮して、無線フレームに対してサブフレーム単位でノーマルサブフレーム
又はＮｏｎ－ｚｅｒｏ　ｐｏｗｅｒ　ＡＢＳを割り当てる。
【００４８】
　具体的には、図９Ａに示す無線フレームにおいては、半静的に設定されるサブフレーム
（図９Ａにおける左端から１番目、９番目、１７番目のサブフレーム）にノーマルサブフ
レームが設定されると共に、半静的に設定されるサブフレーム（図９Ａにおける左端から
２番目、１０番目、１８番目のサブフレーム）にＡＢＳが設定されている。また、動的に
切り替えて設定されるサブフレーム（図９Ａにおける左端から３番目～８番目、１１番目
～１６番目、１９番目～２４番目のサブフレーム）において、左端から３番目～６番目、
１１番目、１３番目、１６番目、２０番目、２２番目、２４番目のサブフレームにノーマ
ルサブフレームが設定され、７番目、８番目、１２番目、１４番目、１５番目、１９番目
、２１番目、２３番目のサブフレームにＮｏｎ－ｚｅｒｏ　ｐｏｗｅｒ　ＡＢＳが設定さ
れている。
【００４９】
　このように、サブフレーム種別がスケジューリングされた無線フレームに対して、ユー
ザ割り当てを行う際、基地局は、まずノーマルもしくはＡＢＳかを決定する。その後、そ
のサブフレームを決定したノーマル（もしくはＡＢＳ）として復調可能なＵＥをピックア
ップして、プロポーショナルフェアスケジューリングを適用する。ここでは、プロポーシ
ョナルフェアスケジューリングを用いてユーザ割り当てを行う場合について説明するが、
ユーザ割り当てに用いられるスケジューリング方式については適宜変更して適用可能であ
る。
【００５０】
　図８に示すように、半静的に設定されるサブフレーム（図８に示す左端から１番目、９
番目、１７番目のサブフレーム、並びに、図８に示す左端から２番目、１０番目、１８番
目のサブフレーム）では、ＵＥ＃Ａ、ＵＥ＃Ｂとで共通のサブフレーム種別とされること
から、ＵＥ＃Ａ、ＵＥ＃Ｂに対してノーマルサブフレーム及びＮｏｎ－ｚｅｒｏ　ｐｏｗ
ｅｒ　ＡＢＳが公平に割り当てられるようにユーザ割り当てが行われる。
【００５１】
　図９Ｂにおいては、左端から１番目、９番目、１７番目のサブフレーム（ノーマルサブ
フレーム）にて、それぞれＵＥ＃Ｂ、ＵＥ＃Ａ、ＵＥ＃Ａが割り当てられた場合について
示している。また、左端から２番目、１０番目、１８番目のサブフレーム（Ｎｏｎ－ｚｅ
ｒｏ　ｐｏｗｅｒ　ＡＢＳ）にて、それぞれＵＥ＃Ｂ、ＵＥ＃Ｂ、ＵＥ＃Ａが割り当てら
れた場合について示している。
【００５２】
　動的に切り替えて設定されるサブフレーム（図９Ａに示す左端から３番目～８番目、１
１番目～１６番目、１９番目～２４番目のサブフレーム）においては、スケジューリング
された無線フレームのサブフレーム種別（ノーマルサブフレーム又はＮｏｎ－ｚｅｒｏ　
ｐｏｗｅｒ　ＡＢＳ）と同一種別のサブフレームが電力比パターンに設定されているＵＥ
を割当てる。
【００５３】
　図９Ａに示す無線フレームのようにサブフレーム種別がスケジューリングされている場
合、左端から３番目～６番目にノーマルサブフレームが設定されていることから、図８に
示す電力比パターンで該当するサブフレーム位置にノーマルサブフレームが設定されてい
るＵＥが選択される。すなわち、図９Ｂに示すように、左端から３番目、４番目のサブフ
レームではＵＥ＃Ａが選択され、左端から５番目、６番目のサブフレームではＵＥ＃Ｂが
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選択されてユーザ割り当てが行われる。
【００５４】
　同様に、図９Ａに示す無線フレームにおいては、左端から７番目、８番目にＮｏｎ－ｚ
ｅｒｏ　ｐｏｗｅｒ　ＡＢＳが設定されていることから、図８に示す電力比パターンで該
当するサブフレームにＮｏｎ－ｚｅｒｏ　ｐｏｗｅｒ　ＡＢＳが設定されているＵＥが選
択される。すなわち、図９Ｂに示すように、左端から７番目、８番目のサブフレームでは
ＵＥ＃Ｂが選択されてユーザ割り当てが行われる。
【００５５】
　同様の要領で、図９Ａに示す左端から１１番目～１６番目、１９番目～２４番目のサブ
フレームに割り当てられるＵＥが選択される。ここでは、ユーザ割り当て対象となるＵＥ
が２つのＵＥ＃Ａ、ＵＥ＃Ｂで構成される場合について説明している。ユーザ割り当て対
象となるＵＥが３つ以上のＵＥで構成される場合においては、各サブフレーム位置におい
て同一のサブフレーム種別が決定されている複数ＵＥのグループを形成し、グループ単位
でＵＥを割り当てても良い。または、決定した電力比パターンが同じＵＥのグループを形
成し、グループ単位でＵＥを割り当てても良い。
【００５６】
　このように本発明の第１の態様においては、ＣＲＳ／ＰＤＳＣＨ電力比パターンをＵＥ
個別に決定できることから、基地局でサブフレームにＵＥを割り当てる際の自由度を高く
できる。各サブフレームで良好なチャネル状態を有するＵＥを優先的に割り当てることが
でき、システム全体のスループット特性を改善することが可能となる。
【００５７】
　本発明の第２の態様においては、ＰＤＳＣＨの復調に必要となる２種類のＣＲＳ／ＰＤ
ＳＣＨ電力比又はその種別を、ＣＲＳ／ＰＤＳＣＨ電力比を識別するための識別情報とし
てＵＥ側に制御信号を用いて送信する。少なくとも２種類のＣＲＳ／ＰＤＳＣＨ電力比等
を送信する制御信号としては下りリンク制御信号の一つであるＰＤＣＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃ
ａｌ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ）を用いることができるが、
これに限定されるものではない。なお、以下においては、２種類のＣＲＳ／ＰＤＳＣＨ電
力比を送信する場合について説明するが、３種類以上のＣＲＳ／ＰＤＳＣＨ電力比を送信
する態様としてもよい。
【００５８】
　下りリンク制御信号を用いて２種類のＣＲＳ／ＰＤＳＣＨ電力比等を送信する第１の方
法は、２種類のＣＲＳ／ＰＤＳＣＨ電力比の種別を示すビット情報を下りリンク制御信号
に追加する方法である。第１の方法においては、例えば、ＰＤＣＣＨに含まれるＤＣＩフ
ォーマットを構成するビット情報に、２種類のＣＲＳ／ＰＤＳＣＨ電力比の種別を示す１
ビット（以下、「電力比種別ビット」という）を追加することが考えられる。もしくは、
すでに定義されているビットを代用してもよい。さらに、ＵＥにＵＥ－ＩＤを２種類付与
することによって、どちらのＵＥ－ＩＤで割り当てが行われたかによって判別してもよい
。
【００５９】
　この電力比種別ビットにおいては、例えば、ノーマルサブフレームに対応する第１のＣ
ＲＳ／ＰＤＳＣＨ電力比の種別を通知するために「１」が設定され、Ｎｏｎ－ｚｅｒｏ　
ｐｏｗｅｒ　ＡＢＳに対応する第２のＣＲＳ／ＰＤＳＣＨ電力比の種別を通知するために
「０」が設定される。ＰＤＣＣＨを受信したＵＥは、ＤＣＩフォーマットの電力比種別ビ
ットの解析結果から各サブフレームにおけるＣＲＳ／ＰＤＳＣＨ電力比の種別を把握でき
るので、ＬＴＥ－Ａ（Ｒｅｌｅａｓｅ１１　ＬＴＥ）において、ノーマルサブフレーム又
はＮｏｎ－ｚｅｒｏ　ｐｏｗｅｒ　ＡＢＳで送信される２種類の送信電力を有するＰＤＳ
ＣＨを適切に復調することが可能となる。
【００６０】
　なお、第１の方法において、ノーマルサブフレームに対応する第１のＣＲＳ／ＰＤＳＣ
Ｈ電力比、並びに、Ｎｏｎ－ｚｅｒｏ　ｐｏｗｅｒ　ＡＢＳに対応する第２のＣＲＳ／Ｐ
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ＤＳＣＨ電力比は、基地局（マクロ基地局、ピコ基地局）とＵＥとの間で把握するため、
上記ハイヤレイヤシグナリングで通知する。
【００６１】
　また、第１の方法において、電力比種別ビットを、ＤＣＩフォーマットに含まれる他の
ビット情報と共用することは実施の形態として好ましい。この場合には、ＤＣＩフォーマ
ットに新たにビット情報を追加する必要がないので、電力比種別ビットの定義など最小限
のシステム変更で２種類のＣＲＳ／ＰＤＳＣＨ電力比の種別を送信することが可能となる
。
【００６２】
　下りリンク制御信号を用いて２種類のＣＲＳ／ＰＤＳＣＨ電力比等を通知する第２の方
法は、各ＵＥに予め２つのＵＥ－ＩＤを割り当てると共に、これらのＵＥ－ＩＤを２種類
のＣＲＳ／ＰＤＳＣＨ電力比に関連付ける方法である。第２の方法において、ＵＥに割り
当てられるＵＥ－ＩＤは、例えば、ＰＤＣＣＨに含まれるＤＣＩの一部のビット情報をマ
スクすることによって、ＰＤＣＣＨに含ませることができる。
【００６３】
　第２の方法においては、例えば、１つのＵＥ当たり２つのＵＥ－ＩＤ（ＵＥ－ＩＤ＃１
、ＵＥ－ＩＤ＃２）を割り当てておき、ノーマルサブフレームに対応する第１のＣＲＳ／
ＰＤＳＣＨ電力比を通知する際にＵＥ－ＩＤ＃１がＰＤＣＣＨに設定され、Ｎｏｎ－ｚｅ
ｒｏ　ｐｏｗｅｒ　ＡＢＳに対応する第２のＣＲＳ／ＰＤＳＣＨ電力比を通知する際にＵ
Ｅ－ＩＤ＃１がＰＤＣＣＨに設定される。
【００６４】
　ＰＤＣＣＨを受信したＵＥは、ＤＣＩフォーマットに指定されるＵＥ－ＩＤから各サブ
フレームにおけるＣＲＳ／ＰＤＳＣＨ電力比の種別を把握できるので、ＬＴＥ－Ａ（Ｒｅ
ｌｅａｓｅ１１　ＬＴＥ）において、ノーマルサブフレーム及びＮｏｎ－ｚｅｒｏ　ｐｏ
ｗｅｒ　ＡＢＳで送信される２種類の送信電力を有するＰＤＳＣＨを適切に復調すること
が可能となる。
【００６５】
　なお、第２の方法において、ＵＥに割り当てられる２つのＵＥ－ＩＤと、２種類のＣＲ
Ｓ／ＰＤＳＣＨ電力比との関係は、例えば、上位制御信号（例えば、ＲＲＣシグナリング
）によりＵＥに通知することができる。また、基地局（マクロ基地局、ピコ基地局）とＵ
Ｅとの間で把握するため、上記ハイヤレイヤシグナリングで通知する。この場合には、Ｕ
Ｅ－ＩＤとＣＲＳ／ＰＤＳＣＨ電力比との関係を個別に通信する必要がないので、通信量
を低減しながらＵＥに２種類のＣＲＳ／ＰＤＳＣＨ電力比の種別を送信することが可能と
なる。
【００６６】
　上述した第１、第２の方法では、制御信号で電力比の種別を送信するものであり、第１
、第２のＣＲＳ／ＰＤＳＣＨ電力比自体（電力比の数値）は、予め基地局（マクロ基地局
、ピコ基地局）とＵＥとの間で把握するため、上記ハイヤレイヤシグナリングで通知する
。制御信号を用いて２種類のＣＲＳ／ＰＤＳＣＨ電力比等を通知する第３の方法は、２種
類のＣＲＳ／ＰＤＳＣＨ電力比自体を制御信号に設定する方法である。第３の方法におい
ては、例えば、ＰＤＣＣＨに含まれるＤＣＩフォーマットに、ＣＲＳ／ＰＤＳＣＨ電力比
を設定可能なビットフィールド（以下、「電力比設定フィールド」という）を設定する。
【００６７】
　この電力比設定フィールドにおいては、例えば、ノーマルサブフレームに対応する第１
のＣＲＳ／ＰＤＳＣＨ電力比を指定するためのビット情報が設定され、Ｎｏｎ－ｚｅｒｏ
　ｐｏｗｅｒ　ＡＢＳに対応する第２のＣＲＳ／ＰＤＳＣＨ電力比を指定するためのビッ
ト情報が設定される。ＰＤＣＣＨを受信したＵＥは、ＤＣＩフォーマットの電力比設定フ
ィールドのビット情報の解析結果から各サブフレームにおけるＣＲＳ／ＰＤＳＣＨ電力比
を導出できるので、ＬＴＥ－Ａ（Ｒｅｌｅａｓｅ１１　ＬＴＥ）において、ノーマルサブ
フレーム及びＮｏｎ－ｚｅｒｏ　ｐｏｗｅｒ　ＡＢＳで送信される２種類の送信電力を有
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するＰＤＳＣＨを適切に復調することが可能となる。
【００６８】
　このように本発明の第２の態様によれば、ＰＤＳＣＨの復調に必要となる２種類のＣＲ
Ｓ／ＰＤＳＣＨ電力比又はその種別が、電力比パターンを識別するための識別情報として
ＵＥに通知されることから、ＵＥで各サブフレームにおけるＣＲＳ／ＰＤＳＣＨ電力比を
導出できるので、ＬＴＥ－Ａ（Ｒｅｌｅａｓｅ１１　ＬＴＥ）において、ノーマルサブフ
レーム及びＮｏｎ－ｚｅｒｏ　ｐｏｗｅｒ　ＡＢＳで送信される２種類の送信電力を有す
るＰＤＳＣＨを適切に復調することが可能となる。この結果、Ｎｏｎ－ｚｅｒｏ　ｐｏｗ
ｅｒ　ＡＢＳに割り当てられたＰＤＳＣＨでデータ通信を行うことができるので、Ｈｅｔ
Ｎｅｔのような階層型ネットワークにおける干渉低減を確保しながら、システム全体のス
ループット特性を改善することが可能となる。
【００６９】
　上述した第１、第２の態様においては、それぞれ上位制御信号、制御信号を用いてＰＤ
ＳＣＨの復調に必要となる２種類のＣＲＳ／ＰＤＳＣＨ電力比に関する情報をＵＥ側に送
信する。本発明の第３の態様においては、基地局側からのＣＲＳ／ＰＤＳＣＨ電力比に関
する情報の送信を必要とすることなく、上述したＭｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｓｏｕｒ
ｃｅ１、２からＣＲＳ／ＰＤＳＣＨ電力比を求める。
【００７０】
　図１０は、本発明の第３の態様において、ＵＥで求められるＣＲＳ／ＰＤＳＣＨ電力比
パターンの説明図である。図１０Ａは、基地局から通知されるＭｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　
ｒｅｓｏｕｒｃｅ１を示し、図１０Ｂは、基地局から送信されるＭｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ
　ｒｅｓｏｕｒｃｅ２を示す。図１０Ｃは、ＵＥで求められるＣＲＳ／ＰＤＳＣＨ電力比
パターンを示す。
【００７１】
　図１０Ａに示すように、Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｓｏｕｒｃｅ１では、品質測定
すべきノーマルサブフレームのサブフレーム位置に「１」が設定され、それ以外のサブフ
レーム位置に「０」が設定される。Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｓｏｕｒｃｅ２では、
図１０Ｂに示すように、品質測定すべきＮｏｎ－ｚｅｒｏ　ｐｏｗｅｒ　ＡＢＳのサブフ
レーム位置に「１」が設定され、それ以外のサブフレーム位置に「０」が設定される。
【００７２】
　第３の態様において、基地局からＭｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｓｏｕｒｃｅ１、２の
通知を受けると、ＵＥは、Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｓｏｕｒｃｅ２に基づいて、２
種類のＣＲＳ／ＰＤＳＣＨ電力比を示す電力比パターンを生成する。具体的には、Ｍｅａ
ｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｓｏｕｒｃｅ２で受信品質の測定が指示されるサブフレーム位置
（例えば、図１０Ｃにおける左端から２番目、１０番目、１８番目のサブフレーム）に、
Ｎｏｎ－ｚｅｒｏ　ｐｏｗｅｒ　ＡＢＳに対応する第２のＣＲＳ／ＰＤＳＣＨ電力比を示
す「０」を設定する。そして、これ以外のサブフレーム位置に、ノーマルサブフレームに
対応する第１のＣＲＳ／ＰＤＳＣＨ電力比を示す「１」を設定する。これにより、ＵＥは
、２種類のＣＲＳ／ＰＤＳＣＨ電力比パターンを得る。
【００７３】
　本発明の第３の態様によれば、ＰＤＳＣＨの復調に必要となる２種類のＣＲＳ／ＰＤＳ
ＣＨ電力比パターンを、基地局から通知されるＭｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｓｏｕｒｃ
ｅ２に基づいてＵＥで求めることができることから、ＵＥで各サブフレームにおけるＣＲ
Ｓ／ＰＤＳＣＨ電力比を把握できるので、ＬＴＥ－Ａ（Ｒｅｌｅａｓｅ１１　ＬＴＥ）に
おいて、ノーマルサブフレーム及びＮｏｎ－ｚｅｒｏ　ｐｏｗｅｒ　ＡＢＳで送信される
２種類の送信電力を有するＰＤＳＣＨを適切に復調することが可能となる。この結果、Ｎ
ｏｎ－ｚｅｒｏ　ｐｏｗｅｒ　ＡＢＳに割り当てられたＰＤＳＣＨでデータ通信を行うこ
とができるので、ＨｅｔＮｅｔのような階層型ネットワークにおける干渉低減を確保しな
がら、システム全体のスループット特性を改善することが可能となる。
【００７４】
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　ここで、本発明の実施例に係る無線通信システムについて詳細に説明する。図１１は、
本実施例に係る無線通信システムのシステム構成の説明図である。なお、図１１に示す無
線通信システムは、例えば、ＬＴＥシステム或いは、ＳＵＰＥＲ　３Ｇが包含されるシス
テムである。この無線通信システムでは、ＬＴＥシステムのシステム帯域を一単位とする
複数の基本周波数ブロックを一体としたキャリアアグリゲーションが用いられている。ま
た、この無線通信システムは、ＩＭＴ－Ａｄｖａｎｃｅｄと呼ばれても良いし、４Ｇと呼
ばれても良い。
【００７５】
　図１１に示すように、無線通信システム１は、基地局装置２０Ａ、２０Ｂ、２０Ｃと、
この基地局装置２０Ａ、２０Ｂ、２０Ｃと通信する複数の移動端末装置１０（１０１、１
０２、１０３、・・・１０ｎ、ｎはｎ＞０の整数）とを含んで構成されている。基地局装
置２０Ａ、２０Ｂ、２０Ｃは、上位局装置３０と接続され、この上位局装置３０は、コア
ネットワーク４０と接続される。移動端末装置１０は、セルＣ１、Ｃ２、Ｃ３において基
地局装置２０Ａ、２０Ｂ、２０Ｃと通信を行うことができる。なお、上位局装置３０には
、例えば、アクセスゲートウェイ装置、無線ネットワークコントローラ（ＲＮＣ）、モビ
リティマネジメントエンティティ（ＭＭＥ）等が含まれるが、これに限定されるものでは
ない。
【００７６】
　本発明の実施例に係る無線通信システム１は、ＨｅｔＮｅｔに代表される階層型ネット
ワークに適用可能である。ＨｅｔＮｅｔの場合、例えば、基地局装置２０Ａがカバーエリ
アが広くて送信電力の大きいマクロ基地局であり、基地局装置２０Ｂが基地局装置２０Ａ
のカバーエリアに配置され、マクロ基地局よりも送信電力が小さくカバーエリアの小さい
ピコ基地局である。
【００７７】
　各移動端末装置（１０１、１０２、１０３、・・・１０ｎ）は、ＬＴＥ端末及びＬＴＥ
－Ａ端末を含むが、以下においては、特段の断りがない限り移動端末装置１０として説明
を進める。また、説明の便宜上、基地局装置２０Ａ、２０Ｂ、２０Ｃと無線通信するのは
移動端末装置１０であるものとして説明するが、より一般的には移動端末装置も固定端末
装置も含むユーザ装置（ＵＥ：Ｕｓｅｒ　Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ）でよい。
【００７８】
　無線通信システム１においては、無線アクセス方式として、下りリンクについてはＯＦ
ＤＭＡ（直交周波数分割多元接続）が、上りリンクについてはＳＣ－ＦＤＭＡ（シングル
キャリア－周波数分割多元接続）が適用されるが、上りリンクの無線アクセス方式はこれ
に限定されない。ＯＦＤＭＡは、周波数帯域を複数の狭い周波数帯域（サブキャリア）に
分割し、各サブキャリアにデータをマッピングして通信を行うマルチキャリア伝送方式で
ある。ＳＣ－ＦＤＭＡは、システム帯域を端末毎に１つ又は連続したリソースブロックか
らなる帯域に分割し、複数の端末が互いに異なる帯域を用いることで、端末間の干渉を低
減するシングルキャリア伝送方式である。
【００７９】
　ここで、ＬＴＥシステムにおける通信チャネルについて説明する。下りリンクの通信チ
ャネルは、各移動端末装置１０で共有される下りデータチャネルとしてのＰＤＳＣＨと、
下りＬ１／Ｌ２制御チャネル（ＰＤＣＣＨ、ＰＣＦＩＣＨ、ＰＨＩＣＨ）とを有する。Ｐ
ＤＳＣＨにより、送信データ及び上位制御情報が伝送される。ＰＤＣＣＨにより、ＰＤＳ
ＣＨ及びＰＵＳＣＨのスケジューリング情報等が伝送される。ＰＣＦＩＣＨ（Ｐｈｙｓｉ
ｃａｌ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｆｏｒｍａｔ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ　Ｃｈａｎｎｅｌ）により
、ＰＤＣＣＨに用いるＯＦＤＭシンボル数が伝送される。ＰＨＩＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ
　Ｈｙｂｒｉｄ－ＡＲＱ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ　Ｃｈａｎｎｅｌ）により、ＰＵＳＣＨに
対するＨＡＲＱのＡＣＫ／ＮＡＣＫが伝送される。
【００８０】
　上りリンクの通信チャネルは、各移動端末装置で共有される上りデータチャネルとして
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のＰＵＳＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｕｐｌｉｎｋ　Ｓｈａｒｅｄ　Ｃｈａｎｎｅｌ）と、
上りリンクの制御チャネルであるＰＵＣＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｕｐｌｉｎｋ　Ｃｏｎ
ｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ）とを有する。このＰＵＳＣＨにより、送信データや上位制御
情報が伝送される。また、ＰＵＣＣＨにより、参照信号（ＣＳＩ－ＲＳ，ＣＲＳ）を用い
た受信品質情報であるＣＳＩ、下りリンクの無線品質情報（ＣＱＩ：Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｑ
ｕａｌｉｔｙ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ等が伝送される。
【００８１】
　図１２を参照しながら、本実施の形態に係る基地局装置２０の全体構成について説明す
る。なお、基地局装置２０Ａ（例えば、マクロ基地局）、２０Ｂ（例えば、ピコ基地局）
、２０Ｃは、同様な構成であるため、基地局装置２０として説明する。基地局装置２０は
、送受信アンテナ２０１と、アンプ部２０２と、送受信部（通知部）２０３と、ベースバ
ンド信号処理部２０４と、呼処理部２０５と、伝送路インターフェース２０６とを備えて
いる。下りリンクにより基地局装置２０から移動端末装置１０に送信される送信データは
、上位局装置３０から伝送路インターフェース２０６を介してベースバンド信号処理部２
０４に入力される。
【００８２】
　ベースバンド信号処理部２０４において、下りデータチャネルの信号は、ＰＤＣＰレイ
ヤの処理、送信データの分割・結合、ＲＬＣ（Ｒａｄｉｏ　Ｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）
再送制御の送信処理などのＲＬＣレイヤの送信処理、ＭＡＣ（Ｍｅｄｉｕｍ　Ａｃｃｅｓ
ｓ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）再送制御、例えば、ＨＡＲＱの送信処理、スケジューリング、伝送
フォーマット選択、チャネル符号化、逆高速フーリエ変換（ＩＦＦＴ：Ｉｎｖｅｒｓｅ　
Ｆａｓｔ　Ｆｏｕｒｉｅｒ　Ｔｒａｎｓｆｏｒｍ）処理、プリコーディング処理が行われ
る。また、下りリンク制御チャネルである物理下りリンク制御チャネルの信号に関しても
、チャネル符号化や逆高速フーリエ変換等の送信処理が行われる。
【００８３】
　また、ベースバンド信号処理部２０４は、報知チャネルにより、同一セルに接続する移
動端末装置１０に対して、各移動端末装置１０が基地局装置２０との無線通信するための
制御情報を通知する。当該セルにおける通信のための報知情報には、例えば、上りリンク
又は下りリンクにおけるシステム帯域幅や、ＰＲＡＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｒａｎｄｏ
ｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｈａｎｎｅｌ）におけるランダムアクセスプリアンブルの信号を生
成するためのルート系列の識別情報（Ｒｏｏｔ　Ｓｅｑｕｅｎｃｅ　Ｉｎｄｅｘ）等が含
まれる。
【００８４】
　送受信部２０３は、ベースバンド信号処理部２０４から出力されたベースバンド信号を
無線周波数帯に周波数変換する。アンプ部２０２は、周波数変換された送信信号を増幅し
て送受信アンテナ２０１へ出力する。
【００８５】
　一方、上りリンクにより移動端末装置１０から基地局装置２０に送信される信号につい
ては、送受信アンテナ２０１で受信された無線周波数信号がアンプ部２０２で増幅され、
送受信部２０３で周波数変換されてベースバンド信号に変換され、ベースバンド信号処理
部２０４に入力される。
【００８６】
　ベースバンド信号処理部２０４は、上りリンクで受信したベースバンド信号に含まれる
送信データに対して、ＦＦＴ処理、ＩＤＦＴ処理、誤り訂正復号、ＭＡＣ再送制御の受信
処理、ＲＬＣレイヤ、ＰＤＣＰレイヤの受信処理を行う。復号された信号は伝送路インタ
ーフェース２０６を介して上位局装置３０に転送される。
【００８７】
　呼処理部２０５は、通信チャネルの設定や解放等の呼処理や、基地局装置２０の状態管
理や、無線リソースの管理を行う。
【００８８】
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　次に、図１３を参照しながら、本実施の形態に係る移動端末装置１０の全体構成につい
て説明する。ＬＴＥ端末もＬＴＥ-Ａ端末もハードウエアの主要部構成は同じであるので
、区別せずに説明する。移動端末装置１０は、送受信アンテナ１０１と、アンプ部１０２
と、送受信部（受信部）１０３と、ベースバンド信号処理部１０４と、アプリケーション
部１０５とを備えている。
【００８９】
　下りリンクのデータについては、送受信アンテナ１０１で受信された無線周波数信号が
アンプ部１０２で増幅され、送受信部１０３で周波数変換されてベースバンド信号に変換
される。このベースバンド信号は、ベースバンド信号処理部１０４でＦＦＴ処理や、誤り
訂正復号、再送制御の受信処理等がなされる。この下りリンクのデータの内、下りリンク
の送信データは、アプリケーション部１０５に転送される。アプリケーション部１０５は
、物理レイヤやＭＡＣレイヤより上位のレイヤに関する処理等を行う。また、下りリンク
のデータの内、報知情報も、アプリケーション部１０５に転送される。
【００９０】
　一方、上りリンクの送信データは、アプリケーション部１０５からベースバンド信号処
理部１０４に入力される。ベースバンド信号処理部１０４においては、マッピング処理、
再送制御（ＨＡＲＱ）の送信処理や、チャネル符号化、ＤＦＴ処理、ＩＦＦＴ処理を行う
。送受信部１０３は、ベースバンド信号処理部１０４から出力されたベースバンド信号を
無線周波数帯に変換する。その後、アンプ部１０２で増幅されて送受信アンテナ１０１よ
り送信される。
【００９１】
　図１４を参照して、基地局装置２０が有するベースバンド信号処理部２０４の機能ブロ
ックについて説明する。なお、図１４に示す機能ブロックは、本発明を説明するために簡
略化したものであり、基地局装置が備えるベースバンド信号処理部において通常備える構
成は備えているものとする。
【００９２】
　図１４に示すように、基地局装置２０が有するベースバンド信号処理部２０４は、ノー
マルサブフレーム／Ｎｏｎ－ｚｅｒｏ　ｐｏｗｅｒ　ＡＢＳパターン決定部（Ｎｏｒｍａ
ｌ／ＡＢＳパターン決定部）２０４１と、スケジューラ２０４２と、制御信号生成部２０
４３と、データ信号生成部２０４４と、上位制御信号生成部２０４５と、信号多重部２０
４６とを含んで構成されている。
【００９３】
　Ｎｏｒｍａｌ／ＡＢＳパターン決定部２０４１は、パターン決定部を構成するものであ
り、無線フレームを構成する各サブフレームにおけるＣＲＳ／ＰＤＳＣＨ電力比をそれぞ
れ示す電力比パターンを決定する。Ｎｏｒｍａｌ／ＡＢＳパターン決定部２０４１は、隣
接セルからの信号に基づき制御を行う。また、各移動端末装置１０からフィードバックさ
れるチャネル品質情報や、各移動端末装置１０に対して送信するためにバッファされたバ
ッファ情報に応じてＣＲＳ／ＰＤＳＣＨ電力比パターンを決定する。なお、Ｎｏｒｍａｌ
／ＡＢＳパターン決定部２０４１は、第２、第３の態様が適用される場合には省略するこ
とができる。
【００９４】
　スケジューラ２０４２は、例えば他セルの干渉を考慮して、無線フレームの各サブフレ
ームの種別（ノーマルサブフレーム又はＮｏｎ－ｚｅｒｏ　ｐｏｗｅｒ　ＡＢＳ）の割り
当てを決定する。そして、第１の態様が適用される場合、スケジューラ２０４２は、Ｎｏ
ｒｍａｌ／ＡＢＳパターン決定部２０４１で決定された電力比パターンに従ってユーザ割
り当てを行う。例えば、スケジューラ２０４２は、プロポーショナルフェアスケジューリ
ングを用いてユーザ割り当てを行う。
【００９５】
　制御信号生成部２０４３は、スケジューラ２０４３により各サブフレームへの割り当て
が決定された移動端末装置１０に対する制御信号を生成する。第２の態様における第１の
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方法が適用される場合、制御信号生成部２０４３は、ＤＣＩフォーマットを構成するビッ
ト情報に、２種類のＣＲＳ／ＰＤＳＣＨ電力比の種別を示す１ビット（電力比種別ビット
）が追加されたＰＤＣＣＨを生成する。また、第２の方法が適用される場合、制御信号生
成部２０４３は、ＤＣＩフォーマット内に２種類のＣＲＳ／ＰＤＳＣＨ電力比に関連付け
られたＵＥ－ＩＤが設定されたＰＤＣＣＨを生成する。さらに、第３の方法が適用される
場合、制御信号生成部２０４３は、ＤＣＩフォーマットに、ＲＳ／ＰＤＳＣＨ電力比を設
定可能なビットフィールド（電力比設定フィールド）が設定されたＰＤＣＣＨを生成する
。
【００９６】
　データ信号生成部２０４４は、スケジューラ２０４２により各サブフレームへの割り当
てが決定された移動端末装置１０に対するデータ信号（ＰＤＳＣＨ）を生成する。データ
信号生成部２０４４により生成されるデータ信号には、上位制御信号生成部２０４５によ
り生成された上位制御信号（例えば、Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｓｏｕｒｃｅやＣＲ
Ｓ／ＰＤＳＣＨ電力比パターン）が含まれる。
【００９７】
　上位制御信号生成部２０４５は、Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｓｏｕｒｃｅなどを含
む上位制御信号を生成する。第１の態様が適用される場合、上位制御信号生成部２０４５
は、２種類のＣＲＳ／ＰＤＳＣＨ電力比パターンを生成する。上位制御信号生成部２０４
５で生成された上位制御信号は、データ信号生成部２０４４に出力され、データ信号（Ｐ
ＤＳＣＨ）に組み込まれる。
【００９８】
　信号多重部２０４６は、制御信号生成部２０４３で生成された制御信号と、データ信号
生成部２０４４で生成されたデータ信号と、不図示の参照信号生成部で生成された参照信
号（例えば、ＣＲＳ）とを多重して送信信号を生成する。信号多重部２０４６で生成され
た送信信号は、送受信部２０３に出力され、アンプ部２０２及び送受信アンテナ２０１を
介して移動端末装置１０に送信される。
【００９９】
　このように本実施例に係る基地局装置２０によれば、上位制御信号又は制御信号でＰＤ
ＳＣＨの復調に必要となる２種類のＣＲＳ／ＰＤＳＣＨ電力比又はその種別を移動端末装
置１０に送信することができるので、移動端末装置１０に各サブフレームにおけるＣＲＳ
／ＰＤＳＣＨ電力比を導出させることができる。この結果、移動端末装置１０に、ノーマ
ルサブフレーム及びＮｏｎ－ｚｅｒｏ　ｐｏｗｅｒ　ＡＢＳで送信される２種類の送信電
力を有するＰＤＳＣＨを適切に復調させることが可能となる。
【０１００】
　次に、図１５を参照して、移動端末装置１０が有するベースバンド信号処理部１０４の
機能ブロックについて説明する。なお、図１５に示す機能ブロックは、本発明を説明する
ために簡略化したものであり、移動端末装置が備えるベースバンド信号処理部において通
常備える構成は備えているものとする。
【０１０１】
　図１５に示すように、移動端末装置１０が有するベースバンド信号処理部１０４は、信
号分離部１０４１と、制御信号復調部１０４２と、ＣＲＳ／ＰＤＳＣＨ電力比決定部（以
下、「電力比決定部」という）１０４３と、データ信号復調部１０４４と、受信品質測定
部１０４５とを含んで構成されている。
【０１０２】
　信号分離部１０４１は、送受信部１０３を介して基地局装置２０から受信した受信信号
を、制御信号、データ信号及び参照信号に分離する。信号分離部１０４１により分離され
た制御信号、データ信号及び参照信号は、それぞれ制御信号復調部１０４２、データ信号
復調部１０４３及び受信品質測定部１０４５に出力される。
【０１０３】
　制御信号復調部１０４２は、信号分離部１０４１から入力された制御信号を復調する。
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そして、復調した制御信号から自装置に対するデータ信号（ＰＤＳＣＨ）の割り当ての有
無を判定する。第２の態様における第１の方法が適用される場合、制御信号復調部１０４
２は、ＰＤＣＣＨ内のＤＣＩフォーマットに含まれる電力比種別ビットから２種類のＣＲ
Ｓ／ＰＤＳＣＨ電力比種別を判定する。同様に、第２の方法が適用される場合、制御信号
復調部１０４２は、ＰＤＣＣＨ内のＤＣＩフォーマットに含まれるＵＥ－ＩＤから２種類
のＣＲＳ／ＰＤＳＣＨ電力比の種別を判定する。また、第３の方法が適用される場合、制
御信号復調部１０４２は、ＰＤＣＣＨ内のＤＣＩフォーマットに含まれる電力比設定フィ
ールドから２種類のＣＲＳ／ＰＤＳＣＨ電力比を判定する。
【０１０４】
　電力比決定部１０４３は、各サブフレームに設定されているＣＲＳ／ＰＤＳＣＨ電力比
を決定する。第１の態様が適用される場合、電力比決定部１０４３は、事前に上位制御信
号で通知されたＣＲＳ／ＰＤＳＣＨ電力比パターンに基づいて、各サブフレームに設定さ
れているＣＲＳ／ＰＤＳＣＨ電力比を決定する。また、第２の態様が適用される場合、電
力比決定部１０４３は、制御信号復調部１０４２による復調結果に基づいて、各サブフレ
ームに設定されているＣＲＳ／ＰＤＳＣＨ電力比を決定する。なお、第１、第２の態様が
適用される場合において、電力比決定部１０４３は、それぞれ上位制御信号で通知された
ＣＲＳ／ＰＤＳＣＨ電力比パターン、制御信号復調部１０４２による復調結果と、予め記
憶しておいたＣＲＳ／ＰＤＳＣＨ電力比、或いは、別途基地局装置２０から通知されるＣ
ＲＳ／ＰＤＳＣＨ電力比とを用いて各サブフレームに設定されているＣＲＳ／ＰＤＳＣＨ
電力比を決定する。第３の態様が適用される場合、電力比決定部１０４３は、基地局装置
２０から通知されるＭｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｓｏｕｒｃｅ２に基づいて、２種類の
ＣＲＳ／ＰＤＳＣＨ電力比パターンを生成し、生成した電力比パターンに従って各サブフ
レームに設定されているＣＲＳ／ＰＤＳＣＨ電力比を決定する。電力比決定部１０４３に
より決定されたＣＲＳ／ＰＤＳＣＨ電力比は、データ信号復調部１０４４に出力される。
【０１０５】
　データ信号復調部１０４４は、電力比決定部１０４３により決定されたＣＲＳ／ＰＤＳ
ＣＨ電力比を用いて各サブフレームに割り当てられたデータ信号（ＰＤＳＣＨ）を復調す
る。データ信号復調部１０４４でデータ信号を復調することにより、基地局装置２０から
送信された送信信号が再生される。なお、データ信号に含まれる上位制御信号は、アプリ
ケーション部１０５に出力される。
【０１０６】
　受信品質測定部１０４５は、信号分離部１０４１から入力された参照信号に基づいて受
信品質を測定する。受信品質測定部１０４５により測定された受信品質は、送受信部１０
３に出力され、アンプ部１０２及び送受信アンテナ１０１を介して基地局装置２０に送信
（フィードバック）される。
【０１０７】
　このように本実施例に係る移動端末装置１０によれば、基地局装置２０から上位制御信
号又は制御信号でＰＤＳＣＨの復調に必要となる２種類のＣＲＳ／ＰＤＳＣＨ電力比又は
その種別を受信でき、或いは、基地局装置２０から通知されるＭｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　
ｒｅｓｏｕｒｃｅ２に基づいてＣＲＳ／ＰＤＳＣＨ電力比パターンを生成できるので、各
サブフレームにおけるＣＲＳ／ＰＤＳＣＨ電力比を導出することができる。この結果、ノ
ーマルサブフレーム及びＮｏｎ－ｚｅｒｏ　ｐｏｗｅｒ　ＡＢＳで送信される２種類の送
信電力を有するＰＤＳＣＨを適切に復調することが可能となる。
【０１０８】
　本発明は、上記実施の形態に限定されず、様々変更して実施することが可能である。例
えば、本発明の範囲を逸脱しない限りにおいて、上記説明における、ＰＤＳＣＨの復調に
必要となる２種類のＣＲＳ／ＰＤＳＣＨ電力比の生成方法、送信方法については適宜変更
して実施することが可能である。その他、本発明の範囲を逸脱しないで適宜変更して実施
することが可能である。
【符号の説明】
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【０１０９】
　１　無線通信システム
　１０　移動端末装置
　２０　基地局装置
　１０１　送受信アンテナ
　１０２　アンプ部
　１０３　送受信部（受信部）
　１０４　ベースバンド信号処理部
　１０４１　信号分離部
　１０４２　制御信号復調部
　１０４３　ＣＲＳ／ＰＤＳＣＨ電力比決定部（電力比決定部）
　１０４４　データ信号復調部
　１０４５　受信品質測定部
　１０５　アプリケーション部
　２０１　送受信アンテナ
　２０２　アンプ部
　２０３　送受信部（通知部）
　２０４　ベースバンド信号処理部
　２０４１　ノーマルサブフレーム／Ｎｏｎ－ｚｅｒｏ　ｐｏｗｅｒ　ＡＢＳパターン決
定部（Ｎｏｒｍａｌ／ＡＢＳパターン決定部）
　２０４２　スケジューラ
　２０４３　制御信号生成部
　２０４４　データ信号生成部
　２０４５　上位制御信号生成部
　２０４６　信号多重部
　２０５　呼処理部
　２０６　伝送路インターフェース
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