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(57)【要約】
【課題】基地局装置から送信されたＭＵ－ＭＩＭＯ信号
が線形プリコーディングであるか非線形プリコーディン
グであるのかを、効率的なシグナリングで端末装置に通
知することを可能とする。
【解決手段】本発明において基地局装置は、自セルにお
いて非線形プリコーディングを使用するかどうかを決定
し、決定した非線形プリコーディング設定の情報をシス
テム情報あるいはレイヤ３メッセージに含めて、物理報
知チャネルあるいは物理下りリンク共用チャネルなどを
用いて通知する。端末装置は、通知されたシステム情報
あるいはレイヤ３メッセージから取得した非線形プリコ
ーディング設定情報に基づいて自端末装置宛のユーザデ
ータの復調処理を行う。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の端末装置宛のデータを、マルチユーザＭＩＭＯ伝送を用いて空間多重して送信す
る基地局装置であって、
　マルチユーザＭＩＭＯ伝送において非線形プリコーディングを使用するかどうかの非線
形プリコーディング設定情報を、システム情報に含めて端末装置に通知することを特徴と
する基地局装置。
【請求項２】
　複数の端末装置宛のデータを、マルチユーザＭＩＭＯ伝送を用いて空間多重して送信す
る基地局装置であって、
　マルチユーザＭＩＭＯ伝送において非線形プリコーディングを使用するかどうかの非線
形プリコーディング設定情報を、端末装置との間で無線リソース制御層の接続を確立する
手順における接続設定メッセージに含めて端末装置に通知することを特徴とする基地局装
置。
【請求項３】
　複数の端末装置宛のデータを、マルチユーザＭＩＭＯ伝送を用いて空間多重して送信す
る基地局装置であって、
　マルチユーザＭＩＭＯ伝送において非線形プリコーディングを使用するかどうかの非線
形プリコーディング設定情報を、無線リソース制御層のメッセージとして端末装置に通知
することを特徴とする基地局装置。
【請求項４】
　複数の端末装置宛のデータを、マルチユーザＭＩＭＯ伝送を用いて空間多重して送信す
る基地局装置であって、
　マルチユーザＭＩＭＯ伝送において非線形プリコーディングを使用するかどうかの非線
形プリコーディング設定情報を、端末装置との間で無線リソース制御層の接続を再構成す
る手順における接続再構成メッセージに含めて端末装置に通知することを特徴とする基地
局装置。
【請求項５】
　複数のアンテナを備える基地局装置と通信を行う端末装置であって、
　システム情報に含めて前記基地局装置から通知された、非線形プリコーディングを使用
するかどうかの非線形プリコーディング設定情報を取得し、
　前記非線形プリコーディング設定情報が、非線形プリコーディングを使用することを示
している場合に、受信信号に対してモジュロ演算を考慮した復調処理を行うことを特徴と
する端末装置。
【請求項６】
　複数のアンテナを備える基地局装置と通信を行う端末装置であって、
　前記基地局装置との間で無線リソース制御層の接続を確立する手順における接続設定メ
ッセージに含めて前記基地局装置から通知された、非線形プリコーディングを使用するか
どうかの非線形プリコーディング設定情報を取得し、
　前記非線形プリコーディング設定情報が、非線形プリコーディングを使用することを示
している場合に、受信信号に対してモジュロ演算を考慮した復調処理を行うことを特徴と
する端末装置。
【請求項７】
　複数のアンテナを備える基地局装置と通信を行う端末装置であって、
　無線リソース制御層のメッセージとして前記基地局装置から通知された、非線形プリコ
ーディングを使用するかどうかの非線形プリコーディング設定情報を取得し、
　前記非線形プリコーディング設定情報が、非線形プリコーディングを使用することを示
している場合に、受信信号に対してモジュロ演算を考慮した復調処理を行うことを特徴と
する端末装置。
【請求項８】
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　複数のアンテナを備える基地局装置と通信を行う端末装置であって、
　前記基地局装置との間で無線リソース制御層の接続を再構成する手順における接続再構
成メッセージに含めて前記基地局装置から通知された、非線形プリコーディングを使用す
るかどうかの非線形プリコーディング設定情報を取得し、
　前記非線形プリコーディング設定情報が、非線形プリコーディングを使用することを示
している場合に、受信信号に対してモジュロ演算を考慮した復調処理を行うことを特徴と
する端末装置。
【請求項９】
　前記非線形プリコーディング設定情報に基づいて、前記基地局装置に通知する、前記基
地局装置と自端末装置との間の伝搬路状態に関する制御情報を決定することを特徴とする
請求項５から請求項８のいずれかに記載の端末装置。
【請求項１０】
　複数の端末装置と、前記複数の端末装置宛のデータをマルチユーザＭＩＭＯ伝送を用い
て空間多重して送信する基地局装置とから構成される無線通信システムであって、
　前記基地局装置は、
　マルチユーザＭＩＭＯ伝送において非線形プリコーディングを使用するかどうかの非線
形プリコーディング設定情報を、システム情報に含めて前記複数の端末装置に通知し、
　前記端末装置は、
　前記基地局装置から通知されたシステム情報を受信して非線形プリコーディング設定情
報を取得し、
　前記取得した非線形プリコーディング設定情報が、非線形プリコーディングを使用する
ことを示している場合に、受信信号に対してモジュロ演算を考慮した復調処理を行うこと
を特徴とする無線通信システム。
【請求項１１】
　複数の端末装置と、前記複数の端末装置宛のデータをマルチユーザＭＩＭＯ伝送を用い
て空間多重して送信する基地局装置とから構成される無線通信システムであって、
　前記基地局装置は、
　マルチユーザＭＩＭＯ伝送において非線形プリコーディングを使用するかどうかの非線
形プリコーディング設定情報を、端末装置との間で無線リソース制御層の接続を確立する
手順における接続設定メッセージに含めて端末装置に通知し、
　前記端末装置は、
　無線リソース制御層の接続を確立する手順における接続設定メッセージに含めて前記基
地局装置から通知された非線形プリコーディング設定情報を取得し、
　前記取得した非線形プリコーディング設定情報が、非線形プリコーディングを使用する
ことを示している場合に、受信信号に対してモジュロ演算を考慮した復調処理を行うこと
を特徴とする無線通信システム。
【請求項１２】
　複数の端末装置と、前記複数の端末装置宛のデータをマルチユーザＭＩＭＯ伝送を用い
て空間多重して送信する基地局装置とから構成される無線通信システムであって、
　前記基地局装置は、
　マルチユーザＭＩＭＯ伝送において非線形プリコーディングを使用するかどうかの非線
形プリコーディング設定情報を、無線リソース制御層のメッセージとして前記端末装置に
通知し、
　前記端末装置は、
　無線リソース制御層のメッセージとして前記基地局装置から通知された非線形プリコー
ディング設定情報を取得し、
　前記取得した非線形プリコーディング設定情報が、非線形プリコーディングを使用する
ことを示している場合に、受信信号に対してモジュロ演算を考慮した復調処理を行うこと
を特徴とする無線通信システム。
【請求項１３】
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　複数の端末装置と、前記複数の端末装置宛のデータをマルチユーザＭＩＭＯ伝送を用い
て空間多重して送信する基地局装置とから構成される無線通信システムであって、
　前記基地局装置は、
　マルチユーザＭＩＭＯ伝送において非線形プリコーディングを使用するかどうかの非線
形プリコーディング設定情報を、端末装置との間で無線リソース制御層の接続を再構成す
る手順における接続再構成メッセージに含めて端末装置に通知し、
　前記端末装置は、
　無線リソース制御層の接続を再構成する手順における接続再構成メッセージに含めて前
記基地局装置から通知された非線形プリコーディング設定情報を取得し、
　前記取得した非線形プリコーディング設定情報が、非線形プリコーディングを使用する
ことを示している場合に、受信信号に対してモジュロ演算を考慮した復調処理を行うこと
を特徴とする無線通信システム。
【請求項１４】
　基地局装置に実装されることにより、前記基地局装置に複数の機能を発揮させる集積回
路であって、
　マルチユーザＭＩＭＯ伝送において非線形プリコーディングを使用するかどうかの非線
形プリコーディング設定情報を生成する機能と、
　前記非線形プリコーディング設定情報を無線リソース制御層のメッセージとして端末装
置に通知する機能と、の一連の機能を、前記基地局装置に発揮させることを特徴とする集
積回路。
【請求項１５】
　端末装置に実装されることにより、前記端末装置に複数の機能を発揮させる集積回路で
あって、
　無線リソース制御層のメッセージとして前記基地局装置から通知された、非線形プリコ
ーディングを使用するかどうかの非線形プリコーディング設定情報を取得する機能と、
　前記非線形プリコーディング設定情報が、非線形プリコーディングを使用することを示
している場合に、受信信号に対してモジュロ演算を考慮した復調処理を行う機能と、の一
連の機能を、前記端末装置に発揮させることを特徴とする集積回路。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、基地局装置、端末装置、無線通信システム及び集積回路に関する。
【背景技術】
【０００２】
　送受信に複数のアンテナを使用し、同じ周波数帯域で複数の異なるデータ系列（データ
ストリーム）を空間的に多重して同時通信するＭＩＭＯ（Multiple-Input Multiple-Outp
ut：多入力多出力）伝送技術が、無線ＬＡＮやセルラシステムなどで実用化されている。
複数の異なるデータ系列を空間多重して、ある１つの端末装置（受信装置、ＵＥ（User E
quipment））に伝送するシングルユーザＭＩＭＯ（Single User MIMO：ＳＵ－ＭＩＭＯ）
では、端末装置における複数のデータ系列の分離・検出の性能を向上させるために、基地
局装置（送信装置、ｅＮｏｄｅＢ、アクセスポイント）において送信信号にプリコーディ
ングを施してから送信する方法がある。
【０００３】
　また、３ＧＰＰ（Third Generation Partnership Project）において標準化されている
ＬＴＥ（Long Term Evolution）、ＬＴＥ－Ａ（LTE-Advanced）などのセルラシステムや
、米国電気電子学会（The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
：ＩＥＥＥ）において標準化されているＩＥＥＥ８０２．１１ａｃなどの無線ＬＡＮシス
テム等において、基地局装置（アクセスポイント）の備える送信アンテナ数が端末装置の
備える受信アンテナ数に比べて大幅に多くなるシステムが提案され、基地局装置の多数の
送信アンテナを有効に活用してさらにシステムスループットを向上させるために、複数の



(5) JP 2016-119496 A 2016.6.30

10

20

30

40

50

端末装置（ユーザ）宛のデータ系列をＭＩＭＯ多重するマルチユーザＭＩＭＯ（Multi-Us
er MIMO：ＭＵ－ＭＩＭＯ）が提案されている。
【０００４】
　ＭＵ－ＭＩＭＯでは、他の端末装置宛の送信信号がユーザ間干渉（Inter-User-Interfe
rence：ＩＵＩ）として端末装置に受信されてしまうため、ＩＵＩを抑圧する必要がある
。基地局装置の各送信アンテナから各端末装置の各受信アンテナまでの伝搬路状態（チャ
ネル状態）を基地局装置が知っていれば、端末装置に大きな負荷を掛けることなく、端末
装置における受信時に発生するＩＵＩを抑圧できる送信信号を生成することができる、幾
つかの方法が提案されている（非特許文献１）。
【０００５】
　例えば、ＬＴＥ－Ａにおいては、各端末装置が伝搬路状態に基づいてプリコーディング
行列の候補（codebook）から１つのプリコーディング行列を選択し、そのインデックス（
Precoding Matrix Indicator：ＰＭＩ）を基地局装置に通知し、基地局装置は、それらの
ＰＭＩに基づいて算出した線形フィルタ（送信ウェイト）を、基地局装置にて送信信号に
予め乗算することでＩＵＩを抑圧するビームフォーミング（線形プリコーディング）が採
用されている（非特許文献２）。
【０００６】
　しかし、空間多重される端末装置同士の伝搬路の直交性が高くない限り、ＩＵＩを効果
的に抑圧することはできないため、線形プリコーディングに基づくＭＵ－ＭＩＭＯ（線形
ＭＵ－ＭＩＭＯ）では周波数利用効率の改善には限界がある。
【０００７】
　そこで近年、非線形処理を基地局装置側で行なう非線形プリコーディングを用いるＭＵ
－ＭＩＭＯ（非線形ＭＵ－ＭＩＭＯ）技術が注目を集めている。端末装置において、モジ
ュロ（Modulo、剰余）演算が可能である場合、送信信号に対して、任意のガウス整数に一
定の実数が乗算された複素数（摂動項）を要素とする摂動ベクトルの加算が可能となる。
そこで、基地局装置と複数の端末装置の間の伝搬路状態に応じて、摂動ベクトルを適切に
設定して送信信号を生成することによって、たとえ空間多重される端末装置同士の伝搬路
の直交性が高くなくとも、摂動ベクトルを加算しない線形プリコーディングと比較して、
所要送信電力を大幅に削減することが可能となり、伝送効率を大きく向上できる（非特許
文献３）。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００８】
【非特許文献１】Q. H. Spencer他、「An Introduction to the Multi-User MIMO Downli
nk」、IEEE Communication Magazine、Vol.42、Issue10、pp.60-67、2004年10月
【非特許文献２】3GPP、「E-UTRA; Physical Channels and Modulation(Release 10)」、
TS36.211 V10.5.0、2012年6月
【非特許文献３】B. M. Hochwald他、「A vector-perturbation technique for near-cap
acity multiantenna multiuser communication-Part II:Perturbation」、IEEE Trans. C
ommun.、Vol. 53、No. 3、pp.537-544、2005年3月
【非特許文献４】K. Takeda他、「Single-Carrier HARQ Using Joint THP and FDE」、IE
EE VTC-2007 Fall、pp.1188-1192、2007年9月
【非特許文献５】3GPP、「E-UTRA; Radio Resource Control (RRC); Protocol specifica
tion (Release 10)」、TS 36.331 V10.4.0、2011年12月
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　線形プリコーディングの場合とは異なり、非線形プリコーディングによって干渉抑圧さ
れて送信された信号を受信する端末装置では、受信信号に対してモジュロ演算を施してか
ら復調処理を行うか、あるいは非線形プリコーディングによって摂動ベクトルが加算され
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て基地局装置から送信されたことを考慮した復調処理（非特許文献４など）を行う必要が
ある（以下、両者の復調処理を合わせて、モジュロ演算考慮復調処理と呼ぶ）。
　このため、無線通信システムにおいて、基地局装置が線形プリコーディングに加え、非
線形プリコーディングを用いたＭＵ－ＭＩＭＯにも対応する場合、端末装置では、使用さ
れたプリコーディング方式に応じてモジュロ演算考慮復調処理を行うか否かを適切に切り
替える必要がある。
【００１０】
　本発明は、このような事情に鑑みてなされたものであり、基地局装置から送信されたＭ
Ｕ－ＭＩＭＯ信号が線形プリコーディングであるか非線形プリコーディングであるのかを
、効率的なシグナリングで端末装置に通知することが可能となる基地局装置、端末装置及
び無線通信システム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】
【００１１】
　（１）上記の目的を達成するために、本発明は、以下のような手段を講じた。すなわち
、本発明の基地局装置は、マルチユーザＭＩＭＯ伝送において非線形プリコーディングを
使用するかどうかの非線形プリコーディング設定情報を、システム情報に含めて端末装置
に通知することを特徴とする。
【００１２】
　（２）また、本発明の基地局装置は、マルチユーザＭＩＭＯ伝送において非線形プリコ
ーディングを使用するかどうかの非線形プリコーディング設定情報を、端末装置との間で
無線リソース制御層の接続を確立する手順における接続設定メッセージに含めて端末装置
に通知することを特徴とする。
【００１３】
　（３）また、本発明の基地局装置は、マルチユーザＭＩＭＯ伝送において非線形プリコ
ーディングを使用するかどうかの非線形プリコーディング設定情報を、無線リソース制御
層のメッセージとして端末装置に通知することを特徴とする。
【００１４】
　（４）また、本発明の基地局装置は、マルチユーザＭＩＭＯ伝送において非線形プリコ
ーディングを使用するかどうかの非線形プリコーディング設定情報を、端末装置との間で
無線リソース制御層の接続を再構成する手順における接続再構成メッセージに含めて端末
装置に通知することを特徴とする。
【００１５】
　（５）また、本発明の端末装置は、システム情報に含めて基地局装置から通知された、
非線形プリコーディングを使用するかどうかの非線形プリコーディング設定情報を取得し
、前記非線形プリコーディング設定情報が非線形プリコーディングを使用することを示し
ている場合に、受信信号に対してモジュロ演算を考慮した復調処理を行うことを特徴とす
る。
【００１６】
　（６）また、本発明の端末装置は、基地局装置との間で無線リソース制御層の接続を確
立する手順における接続設定メッセージに含めて前記基地局装置から通知された、非線形
プリコーディングを使用するかどうかの非線形プリコーディング設定情報を取得し、前記
非線形プリコーディング設定情報が非線形プリコーディングを使用することを示している
場合に、受信信号に対してモジュロ演算を考慮した復調処理を行うことを特徴とする。
【００１７】
　（７）また、本発明の端末装置は、無線リソース制御層のメッセージとして基地局装置
から通知された、非線形プリコーディングを使用するかどうかの非線形プリコーディング
設定情報を取得し、前記非線形プリコーディング設定情報が非線形プリコーディングを使
用することを示している場合に、受信信号に対してモジュロ演算を考慮した復調処理を行
うことを特徴とする。
【００１８】
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　（８）また、本発明の端末装置は、基地局装置との間で無線リソース制御層の接続を再
構成する手順における接続再構成メッセージに含めて前記基地局装置から通知された、非
線形プリコーディングを使用するかどうかの非線形プリコーディング設定情報を取得し、
前記非線形プリコーディング設定情報が非線形プリコーディングを使用することを示して
いる場合に、受信信号に対してモジュロ演算を考慮した復調処理を行うことを特徴とする
。
【００１９】
　（９）また、本発明の端末装置は、前記非線形プリコーディング設定情報に基づいて、
前記基地局装置に通知する、前記基地局装置と自端末装置との間の伝搬路状態に関する制
御情報を決定することを特徴とする。
【００２０】
　（１０）また、本発明の無線通信システムは、基地局装置が、マルチユーザＭＩＭＯ伝
送において非線形プリコーディングを使用するかどうかの非線形プリコーディング設定情
報を、システム情報に含めて前記複数の端末装置に通知し、端末装置が、前記基地局装置
から通知されたシステム情報を受信して非線形プリコーディング設定情報を取得し、前記
取得した非線形プリコーディング設定情報が非線形プリコーディングを使用することを示
している場合に、受信信号に対してモジュロ演算を考慮した復調処理を行うことを特徴と
する。
【００２１】
　（１１）また、本発明の無線通信システムは、基地局装置が、マルチユーザＭＩＭＯ伝
送において非線形プリコーディングを使用するかどうかの非線形プリコーディング設定情
報を、端末装置との間で無線リソース制御層の接続を確立する手順における接続設定メッ
セージに含めて端末装置に通知し、端末装置が、無線リソース制御層の接続を確立する手
順における接続設定メッセージに含めて前記基地局装置から通知された非線形プリコーデ
ィング設定情報を取得し、前記取得した非線形プリコーディング設定情報が非線形プリコ
ーディングを使用することを示している場合に、受信信号に対してモジュロ演算を考慮し
た復調処理を行うことを特徴とする。
【００２２】
　（１２）また、本発明の無線通信システムは、基地局装置が、マルチユーザＭＩＭＯ伝
送において非線形プリコーディングを使用するかどうかの非線形プリコーディング設定情
報を、無線リソース制御層のメッセージとして前記端末装置に通知し、端末装置が、無線
リソース制御層のメッセージとして前記基地局装置から通知された非線形プリコーディン
グ設定情報を取得し、前記取得した非線形プリコーディング設定情報が非線形プリコーデ
ィングを使用することを示している場合に、受信信号に対してモジュロ演算を考慮した復
調処理を行うことを特徴とする。
【００２３】
　（１３）また、本発明の無線通信システムは、基地局装置が、マルチユーザＭＩＭＯ伝
送において非線形プリコーディングを使用するかどうかの非線形プリコーディング設定情
報を、端末装置との間で無線リソース制御層の接続を再構成する手順における接続再構成
メッセージに含めて端末装置に通知し、端末装置が、無線リソース制御層の接続を再構成
する手順における接続再構成メッセージに含めて前記基地局装置から通知された非線形プ
リコーディング設定情報を取得し、前記取得した非線形プリコーディング設定情報が非線
形プリコーディングを使用することを示している場合に、受信信号に対してモジュロ演算
を考慮した復調処理を行うことを特徴とする。
【００２４】
　（１４）また、本発明の集積回路は、基地局装置に実装されることにより、前記基地局
装置に複数の機能を発揮させる集積回路であって、マルチユーザＭＩＭＯ伝送において非
線形プリコーディングを使用するかどうかの非線形プリコーディング設定情報を生成する
機能と、前記非線形プリコーディング設定情報を無線リソース制御層のメッセージとして
端末装置に通知する機能と、の一連の機能を、前記基地局装置に発揮させることを特徴と
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する。
【００２５】
　（１５）また、本発明の集積回路は、端末装置に実装されることにより、前記端末装置
に複数の機能を発揮させる集積回路であって、無線リソース制御層のメッセージとして前
記基地局装置から通知された、非線形プリコーディングを使用するかどうかの非線形プリ
コーディング設定情報を取得する機能と、前記非線形プリコーディング設定情報が非線形
プリコーディングを使用することを示している場合に、受信信号に対してモジュロ演算を
考慮した復調処理を行う機能と、の一連の機能を、前記端末装置に発揮させることを特徴
とする。
【発明の効果】
【００２６】
　基地局装置から送信されたＭＵ－ＭＩＭＯ信号が線形プリコーディングであるか非線形
プリコーディングであるのかを、効率的なシグナリングで端末装置に通知することが可能
とする。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】本発明の無線通信システムの構成例を示す概略構成図である。
【図２】本発明の第１の実施形態に係る基地局装置２００の一構成例を示す機能ブロック
図である。
【図３】本発明の第１の実施形態に係るプリコーディング部２０５の一構成例を示す機能
ブロック図である。
【図４】本発明の第１の実施形態に係る端末装置４００の一構成例を示す機能ブロック図
である。
【図５】本発明の第１の実施形態に係る基地局装置２００と端末装置４００との間の通信
の一例を示すシーケンスチャートである。
【図６】本発明の第１の実施形態に係る端末装置４００における復調処理のフローの一例
を示すフローチャートである。
【図７】本発明の第２の実施形態に係る基地局装置２００と端末装置４００との間の通信
の一例を示すシーケンスチャートである。
【図８】本発明の第３の実施形態に係る基地局装置２００と端末装置４００との間の通信
の一例を示すシーケンスチャートである。
【図９】本発明の第４の実施形態に係る基地局装置２００と端末装置４００との間の通信
の一例を示すシーケンスチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００２８】
　まず、ＬＴＥ及びＬＴＥ－Ａで使用される主な物理チャネル（又は物理信号）について
説明する。チャネルとは信号の送信に用いられる媒体を意味し、物理チャネルとは信号の
送信に用いられる物理的な媒体を意味する。物理チャネルは、ＬＴＥ、ＬＴＥ－Ａ及びそ
の後継規格において、今後、構造やフォーマット形式の変更又は追加が行われる可能性も
あるが、その場合でも本発明の各実施形態の説明には影響しない。
【００２９】
　ＬＴＥ及びＬＴＥ－Ａでは、物理チャネルのスケジューリングは無線フレームを用いて
管理している。１無線フレームは１０ｍｓであり、１無線フレームは１０サブフレームで
構成される。さらに、１サブフレームは２スロットで構成される（すなわち、１スロット
は０．５ｍｓである）。また、物理チャネルを配置するスケジューリングは、最小単位と
してリソースブロック（Resource Block：ＲＢ）を用いて管理されている。リソースブロ
ックは、周波数軸方向に複数のサブキャリア（例えば１２サブキャリア）の集合で構成さ
れる一定の周波数領域と、時間軸方向に一定の送信時間間隔（１スロット）で構成される
時間領域とで区切られる領域で定義される。
【００３０】
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　同期信号（Synchronization Signals）は、３種類のプライマリ同期信号と、周波数領
域で交互に配置される３１種類の符号から構成されるセカンダリ同期信号とで構成される
。プライマリ同期信号とセカンダリ同期信号の組み合わせによって、基地局装置を識別す
る５０４通りのセル識別子（物理セルＩＤ（Physical Cell Identity：ＰＣＩ））と、無
線同期のためのフレームタイミングが示される。端末装置は、セルサーチによって受信し
た同期信号のセルＩＤを特定する。
【００３１】
　物理報知チャネル（Physical Broadcast Channel：ＰＢＣＨ）は、セル内の端末装置で
共通に用いられる制御パラメータ（報知情報（システム情報）：System information）を
通知する目的で基地局装置から送信される。物理報知チャネルで通知されない報知情報は
、物理下りリンク制御チャネル（Physical Downlink Control Channel：ＰＤＣＣＨ）に
おいて無線リソースが通知された物理下りリンク共有チャネル（Physical Downlink Shar
ed Channel：ＰＤＳＣＨ）を用いて、レイヤ３メッセージ（システムインフォメーション
）として送信される。報知情報としては、セル個別の識別子を示すセルグローバル識別子
（Cell Global Identifier：ＣＧＩ）、ページングによる待ち受けエリアを管理するトラ
ッキングエリア識別子（Tracking Area Identifier：ＴＡＩ）、ランダムアクセス設定情
報（送信タイミングタイマーなど）、共通無線リソース設定情報などが通知される。なお
、レイヤ３メッセージは、端末装置と基地局装置の無線リソース制御（Radio Resource C
ontrol：ＲＲＣ）層でやり取りされる制御平面（Control-plane）のメッセージであり、
ＲＲＣシグナリング又はＲＲＣメッセージと同義の意味で使用される。
【００３２】
　下りリンク参照信号は、その用途によって複数のタイプに分類される。例えば、セル固
有参照信号（Cell-specific Reference Signals：ＣＲＳ）は、セル毎に所定の電力で送
信されるパイロット信号であり、所定の規則に基づいて周波数領域及び時間領域で周期的
に繰り返される下りリンク参照信号である。端末装置は、セル固有参照信号を受信し、セ
ル毎の受信品質を測定する。また、端末装置は、セル固有参照信号と同時に送信される物
理下りリンク制御チャネル及び物理下りリンク共有チャネルの復調のために参照する信号
としても、セル固有参照信号を使用する。セル固有参照信号に使用される系列は、セル毎
に識別可能な系列が用いられる。
【００３３】
　また、下りリンク参照信号は、下りリンクの伝搬路状態の推定にも用いられる。伝搬路
状態の推定には、最大４アンテナに対応したセル固有参照信号が用いられ、これに加えて
ＬＴＥ－Ａでは、最大８アンテナに対応したチャネル状態情報参照信号（Channel State 
Information Reference Signals：ＣＳＩ－ＲＳ）が利用可能である。
【００３４】
　また、端末装置毎に個別に設定される下りリンク参照信号として、端末固有参照信号（
UE-specific reference signals又はDemodulation Reference Signals：ＤＭ－ＲＳ）が
ある。端末固有参照信号は、物理下りリンク制御チャネル又は物理下りリンク共有チャネ
ルの復調に用いられる。
【００３５】
　物理下りリンク制御チャネルは、各サブフレームの先頭から幾つかのＯＦＤＭシンボル
を用いて送信され、基地局装置のスケジューリング結果に基づく無線リソース割り当て情
報や、上りリンクの送信電力の増減の調整量を端末装置へ指示する情報などを通知する目
的で使用される。端末装置は、下りリンクのユーザデータの受信や下りリンクの制御デー
タであるレイヤ３メッセージ（ページング、ハンドオーバーコマンドなど）の受信、ある
いは上りリンクのユーザデータなどの送信に先だって、自端末装置宛の物理下りリンク制
御チャネルを監視（モニタ）し、受信することで、上りリンク送信に対する上りリンクグ
ラント、下りリンク受信に対する下りリンクグラント（下りリンクアサインメント）と呼
ばれる無線リソース割り当て情報を取得する必要がある。なお、物理下りリンク制御チャ
ネルは、上述した各サブフレームの先頭から幾つかのＯＤＦＭシンボルで送信される以外
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に、基地局装置から端末装置に対して個別（dedicated）に割り当てられるリソースブロ
ックの領域で送信されるように構成することも可能である。
【００３６】
　物理上りリンク制御チャネル（Physical Uplink Control Channel：ＰＵＣＣＨ）は、
物理下りリンク共有チャネルで送信されたデータの確認応答（Acknowledgement：ＡＣＫ
）及び否定応答（Negative Acknowledgement：ＮＡＣＫ又はＮＡＫ）、下りリンクの伝搬
路（チャネル）状態情報（Channel State Information：ＣＳＩ）、上りリンクの無線リ
ソース割り当て要求（無線リソース要求）であるスケジューリングリクエスト（Scheduli
ng Request：ＳＲ）を通知するために使用される。ＣＳＩは、チャネル品質インジケータ
（Channel Quality Indicator：ＣＱＩ）、プリコーディング行列インジケータ（Precodi
ng Matrix Indicator：ＰＭＩ）、プリコーディングタイプインジケータ（Precoding Typ
e Indicator：ＰＴＩ）、ランクインジケータ（Rank Indicator：ＲＩ）を含む。各イン
ジケータは、Indicationと表記される場合もあるが、その用途と意味は同じである。
【００３７】
　物理下りリンク共有チャネル（Physical Downlink Shared Channel：ＰＤＳＣＨ）は、
下りリンクデータの伝送の他、ページングや、物理報知チャネルで通知されない報知情報
（システムインフォメーション）をレイヤ３メッセージとして端末装置に通知するために
も使用される。物理下りリンク共有チャネルの無線リソース割り当て情報は、物理下りリ
ンク制御チャネルで示される。
【００３８】
　物理上りリンク共有チャネル（Physical Uplink Shared Channel：ＰＵＳＣＨ）は、主
に上りリンクデータと上りリンク制御データを伝送し、下りリンクのＣＳＩや、下りリン
クデータ等に対するＡＣＫ／ＮＡＣＫなどの制御データを含めることも可能である。また
、上りリンクデータの伝送の他、上りリンク制御情報をレイヤ３メッセージとして基地局
装置に通知するためにも使用される。また、物理上りリンク共有チャネルの無線リソース
割り当て情報は、物理下りリンク共有チャネルの無線リソース割り当て情報と同様に、物
理下りリンク制御チャネルで示される。
【００３９】
　上りリンク参照信号（Uplink Reference Signal、上りリンクパイロット信号、上りリ
ンクパイロットチャネルとも呼称する）は、物理上りリンク制御チャネル及び物理上りリ
ンク共有チャネルを復調するために基地局装置が使用する復調参照信号（Demodulation R
eference Signal：ＤＭ－ＲＳ）と、主に上りリンクのチャネル状態を推定するために基
地局装置が使用するサウンディング参照信号（Sounding Reference Signal：ＳＲＳ）が
含まれる。また、サウンディング参照信号には、周期的サウンディング参照信号（Period
ic ＳＲＳ）と非周期的サウンディング参照信号（Aperiodic ＳＲＳ）とがある。
【００４０】
　物理ランダムアクセスチャネル（Physical Random Access Channel：ＰＲＡＣＨ）は、
プリアンブル系列を通知するために使用されるチャネルであり、ガードタイムを有する。
プリアンブル系列は、６４種類のシーケンスを用意して６ビットの情報を表現するように
構成されている。物理ランダムアクセスチャネルは、端末装置から基地局装置へのアクセ
ス手段として用いられる。端末装置は、物理上りリンク制御チャネル未設定時の無線リソ
ース割り当て要求や、上りリンク送信タイミングを基地局装置の受信タイミングウィンド
ウに合わせるために必要な送信タイミング調整情報（タイミングアドバンス（Timing Adv
ance：ＴＡ）とも呼ばれる）を基地局装置に要求するために物理ランダムアクセスチャネ
ルを用いる。
【００４１】
　なお、上記以外の物理チャネルは、本発明の各実施形態に関わらないため詳細な説明は
省略する。
【００４２】
　本発明の実施形態における無線通信システムは、基地局装置（送信装置、セル、送信点
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、送信アンテナ群、送信アンテナポート群、ｅＮｏｄｅＢ）及び端末装置（移動端末、受
信点、受信端末、受信装置、受信アンテナ群、受信アンテナポート群、ＵＥ）を備え、基
地局装置は、端末装置とデータ通信を行うために、下りリンクを通じて制御情報及び情報
データを送信する。
【００４３】
　下りリンクの制御情報は、誤り検出符号化処理等が施され、物理下りリンク制御チャネ
ルにマッピングされる。物理下りリンク制御チャネルは、誤り訂正符号化処理や変調処理
が施され、第１の制御チャネル（第１の物理下りリンク制御チャネル）領域、あるいは第
１の制御チャネル領域とは異なる第２の制御チャネル（第２の物理下りリンク制御チャネ
ル）領域を介して送受信される。以下では、第１の制御チャネル領域にマッピングされる
制御チャネルは第１の制御チャネルとも呼称され、第２の制御チャネル領域にマッピング
される制御チャネルは第２の制御チャネルとも呼称される。また、第１の制御チャネルは
ＰＤＣＣＨとも呼称され、第２の制御チャネルはｅＰＤＣＣＨ（enhanced　ＰＤＣＣＨ：
拡張物理下りリンク制御チャネル）とも呼称される。
【００４４】
　１つの観点から見ると、第１の制御チャネルは、セル固有参照信号と同じ送信ポート（
アンテナポート）を用いる物理下りリンク制御チャネルである。また、第２の制御チャネ
ルは、端末固有参照信号と同じ送信ポートを用いる物理下りリンク制御チャネルである。
端末装置は、第１の制御チャネルに対して、セル固有参照信号を用いて復調し、第２の制
御チャネルに対して、端末固有参照信号を用いて復調する。
【００４５】
　セル固有参照信号は、セル内の全端末装置に共通の参照信号であって、ほぼすべてのリ
ソースブロックに挿入されているため、いずれの端末装置も使用可能な参照信号である。
このため、第１の制御チャネルは、いずれの端末装置も復調可能である。
【００４６】
　一方、端末固有参照信号は、割り当てられたリソースのみに挿入される参照信号であっ
て、データと同じように適応的にプリコーディング処理やビームフォーミング処理を施さ
れることができる。この場合、第２の制御チャネル領域に配置される制御チャネルは、適
応的なプリコーディングやビームフォーミングの利得、周波数スケジューリング利得を得
ることができる。また、端末固有参照信号は、複数の端末装置によって共用されることも
できる。例えば、第２の制御チャネル領域に配置される制御チャネルが、複数のリソース
（例えば、リソースブロック）に分散されて通知される場合、その第２の制御チャネル領
域の端末固有参照信号は、複数の端末装置によって共用されることができる。その場合、
第２の制御チャネル領域に配置される制御チャネルは、周波数ダイバーシチ利得を得るこ
とができる。
【００４７】
　また、異なる観点から見ると、第１の制御チャネル領域にマッピングされる制御チャネ
ル（第１の制御チャネル）は、物理サブフレームの前部に位置するＯＦＤＭシンボル上の
物理下りリンク制御チャネルであり、これらのＯＦＤＭシンボル上のシステム帯域（コン
ポーネントキャリア（Component Carrier：ＣＣ））全域に配置されうる。
【００４８】
　また、第２の制御チャネル領域にマッピングされる制御チャネル（第２の制御チャネル
）は、物理サブフレーム上で第１の制御チャネルよりも後方に位置するＯＦＤＭシンボル
上の物理下りリンク制御チャネルであり、これらのＯＦＤＭシンボル上のシステム帯域幅
内のうち、一部の帯域に配置されうる。
【００４９】
　第１の制御チャネルは、物理サブフレームの前部に位置する制御チャネル専用のＯＦＤ
Ｍシンボル上に配置されるため、物理データチャネル用の後部のＯＦＤＭシンボルよりも
前に受信及び復調することができる。また、制御チャネル専用のＯＦＤＭシンボルのみを
モニタする端末装置も受信することができる。また、ＣＣ全域に拡散されて配置されうる
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ため、セル間干渉をランダム化することができる。また、第１の制御チャネル領域は、基
地局装置（セル）固有に設定される領域であり、基地局装置に接続する全ての端末装置に
共通の領域である。
【００５０】
　一方、第２の制御チャネルは、通信中（接続中）の端末装置が通常受信する物理下りリ
ンク共有チャネル（物理データチャネル）用の後部のＯＦＤＭシンボル上に配置される。
また、周波数分割多重することにより、第２の制御チャネル同士あるいは第２の制御チャ
ネルと物理データチャネルとを直交多重（干渉無しの多重）することができる。また、第
２の制御チャネル領域は、端末装置固有に設定される領域であり、基地局装置に接続する
端末装置毎に設定される領域である。なお、基地局装置は、第２の制御チャネル領域を複
数の端末装置で共用するように設定することができる。また、第１の制御チャネル領域と
第２の制御チャネル領域は、同一の物理サブフレームに配置される。ここで、ＯＦＤＭシ
ンボルは、各チャネルのビットをマッピングする時間方向の単位である。
【００５１】
　また、異なる観点から見ると、第１の制御チャネルは、セル固有の物理下りリンク制御
チャネルであり、アイドル状態の端末装置及び接続状態（コネクト状態）の端末装置の両
方が取得（検出）できる物理チャネルである。また、第２の制御チャネルは、端末固有の
物理下りリンク制御チャネルであり、接続状態の端末装置のみが取得できる物理チャネル
である。ここで、アイドル状態とは、基地局装置が無線リソース制御（Radio Resource C
ontrol：ＲＲＣ）の情報を蓄積してない状態（ＲＲＣ＿ＩＤＬＥ状態）や、端末装置が間
欠受信（ＤＲＸ）を行っている状態など、直ちにデータの送受信を行わない状態である。
一方、接続状態とは、端末装置がネットワークの情報を保持している状態（ＲＲＣ＿ＣＯ
ＮＮＥＣＴＥＤ状態、接続状態）や、端末装置が間欠受信（ＤＲＸ）を行っていない状態
など、直ちにデータの送受信を行うことができる状態である。第１の制御チャネルは、端
末固有のＲＲＣシグナリングに依存せず端末装置が受信可能なチャネルである。第２の制
御チャネルは、端末固有のＲＲＣシグナリングによって設定されるチャネルであり、端末
固有のＲＲＣシグナリングによって端末装置が受信可能となるチャネルである。すなわち
、第１の制御チャネルは、予め限定された設定により、いずれの端末装置も受信可能なチ
ャネルであり、第２の制御チャネルは端末固有の設定変更が容易なチャネルである。
【００５２】
　以下において、本発明の実施形態による通信技術について、図面を参照しながら説明を
行う。
（第１の実施形態）
【００５３】
　本発明の第１の実施形態による通信技術について以下に説明する。
【００５４】
　本実施形態では、基地局装置が、自基地局装置と接続状態にある端末装置の中から複数
の端末装置を選択して、それら複数の端末装置宛の送信データをＭＵ－ＭＩＭＯによって
空間多重して伝送を行う無線通信システムであって、各端末装置宛の送信データを伝送す
る空間ストリーム間で生じるユーザ間干渉（ＩＵＩ）を、線形プリコーディング又は非線
形プリコーディングによって予め抑圧して送信するシステムを例として説明する。
【００５５】
　図１は、本実施形態に係る無線通信システムの概略構成例を示す図である。図１に示す
ように、本実施形態における無線通信システムは、基地局装置２００が複数の端末装置４
００（例えば、第１から第４までの端末装置４００－１～４００－４）と上りリンク伝送
及び下りリンク伝送を用いて通信し、基地局装置２００がこれらの端末装置４００から複
数の端末装置４００（例えば、第１の端末装置４００－１と第２の端末装置４００－２）
を選択し、その下りリンク伝送において、同じ時間、同じ周波数帯域で上記複数の端末装
置４００宛の送信データ（コードワード）を空間的に多重して同時通信するＭＵ－ＭＩＭ
Ｏ伝送を行う無線通信システムである。
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【００５６】
　各端末装置４００－１～４００－４は、基地局装置２００から送信された、セル固有参
照信号及びチャネル状態情報参照信号の少なくとも一方を受信し、基地局装置２００の各
送信アンテナと自端末装置４００の各受信アンテナとの間の下りリンクの伝搬路状態を推
定し、その伝搬路状態に基づいて伝搬路状態情報（Channel State Information：ＣＳＩ
）を上りリンク伝送によって基地局装置２００にそれぞれ報告する。基地局装置２００は
、各端末装置４００から報告されたＣＳＩ等に基づいて複数の端末装置４００を選択し、
それら複数の端末装置４００宛の送信データを空間的に多重して同時伝送するＭＵ－ＭＩ
ＭＯ伝送を行なう。
【００５７】
　なお、無線アクセス方式としては、例えばＬＴＥ及びＬＴＥ－Ａでは、下りリンク伝送
においては直交周波数分割多元接続（Orthogonal Frequency Division Multiple Access
：ＯＦＤＭＡ）を用い、上りリンク伝送においてはシングルキャリア周波数分割多元接続
（Single Carrier Frequency Division Multiple Access：ＳＣ－ＦＤＭＡ）を用いてお
り、本実施形態においても上記の無線アクセス方式が用いられる無線通信システムを例と
して説明するが、これに限られるものではなく、例えば周波数分割の多元接続を行わない
ＯＦＤＭを用いてもよいし、上り下りリンク伝送共にＯＦＤＭＡを用いてもよい。
【００５８】
　図２は、本実施形態に係る基地局装置２００の一構成例を示す機能ブロック図である。
図２において基地局装置２００は、符号化部２０１、スクランブル部２０２、変調部２０
３、レイヤマッピング部２０４、プリコーディング部２０５、リソースエレメントマッピ
ング部２０６、ＯＦＤＭ信号生成部２０７、送信アンテナ部２０８、参照信号生成部２０
９、制御情報生成部２１０及び制御部２１１を含んで構成される物理層部２１６と、上位
層部２１２を含んで構成される。また、上位層部２１２は、メディアアクセス制御部２１
３、無線リンク制御部２１４及び無線リソース制御部２１５を含む。
【００５９】
　上位層部２１２は、各端末装置４００宛の送信データの種類及びデータ量や、所要デー
タレート、優先度、許容遅延時間などのＱｏＳ（Quality of Service）と、各端末装置４
００から通知された伝搬路状態情報などに基づいて、物理下りリンク制御チャネル及び物
理下りリンク共有チャネルの無線リソース割り当て（スケジューリング）を決定する。こ
のスケジューリングにおいて上位層部２１２は、ＭＵ－ＭＩＭＯを用いて空間多重して同
時伝送すると判断した複数の端末装置宛の送信データに対して、物理下りリンク共有チャ
ネルの同じ無線リソースを割り当てる。また、上位層部２１２は、複数の端末装置宛の制
御情報を第２の物理下りリンク制御チャネル（ｅＰＤＣＣＨ）で同じ無線リソースに割り
当て、ＭＵ－ＭＩＭＯを用いて空間多重してもよい。
【００６０】
　本実施形態では、第１の端末装置４００－１宛の送信データであるコードワードＣ１と
、第２の端末装置４００－２宛の送信データであるコードワードＣ２をＭＵ－ＭＩＭＯに
より空間多重するものとして、同じ無線リソースに割り当てられた場合を一例として説明
する。
【００６１】
　制御部２１１は、上位層部２１２から入力される制御信号に基づいて、物理層部２１６
の各部を制御する。
【００６２】
　符号化部２０１は、上位層部２１２から入力された各コードワードに対して、誤り訂正
符号化及びレートマッチング処理（パンクチャリング処理）を行う。
【００６３】
　スクランブル部２０２は、符号化部２０１から出力された各コードワードの誤り訂正符
号化及びレートマッチング処理の結果に対して、スクランブリング符号を乗算（重畳）す
るスクランブル処理を行う。
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【００６４】
　変調部２０３は、スクランブル部２０２から出力された各スクランブル結果に対して、
位相偏移（Phase Shift Keying：ＰＳＫ）変調や直角位相振幅変調（Quadrature Amplitu
de Modulation：ＱＡＭ）変調（直交振幅変調）などの変調処理を行い、各コードワード
に対応する変調シンボル系列を出力する。
【００６５】
　レイヤマッピング部２０４は、上位層部２１２又は制御部２１１から入力されるポート
情報を参照して、変調部２０３から出力された変調シンボル系列を、ＭＵ－ＭＩＭＯの各
レイヤに分配する。
【００６６】
　参照信号生成部２０９は、上位層部２１２又は制御部２１１から入力される、セル識別
子（セルＩＤ、Physical layer cell identity）及びポート情報を参照して、セル固有参
照信号、さらに必要に応じてチャネル状態情報参照信号を生成し、さらに端末識別子（端
末ＩＤ、ＵＥ－ＩＤ、Radio network temporary identifier）も参照して、端末固有参照
信号を生成する。参照信号生成部２０９は、生成したアンテナポート毎（レイヤ毎）の端
末固有参照信号を、レイヤマッピング部２０４が出力した各レイヤの変調シンボル系列と
ともに、プリコーディング部２０５に入力する。また、参照信号生成部２０９は、生成し
たセル固有参照信号及びチャネル状態情報参照信号をリソースエレメントマッピング部２
０６に入力する。
【００６７】
　制御情報生成部２１０は、上位層部２１２から入力されるシステム情報などから報知情
報を生成し、上位層部２１２及び制御部２１１から入力されるレイヤ３メッセージ、無線
リソース割り当て結果（リソース割り当て情報）、送信モード情報及びポート情報などの
制御情報から下りリンク制御情報を生成する。
【００６８】
　プリコーディング部２０５は、上位層部２１２又は制御部２１１から入力される、伝搬
路状態情報及びプリコーディング方式情報を参照して、レイヤマッピング部２０４から出
力された各レイヤの変調シンボル系列に対して線形プリコーディング処理（例えば、プリ
コーディング行列の乗算）又は非線形プリコーディング処理（例えば、摂動ベクトルの加
算及びプリコーディング行列の乗算）を行うとともに、参照信号生成部２０９で生成され
た端末固有参照信号に対しても、変調シンボル系列と同様のプリコーディング処理を行い
、出力する。なお、変調シンボル系列に非線形プリコーディング処理が行われる場合でも
、端末固有参照信号に対しては摂動ベクトルの加算は行わず、変調シンボル系列と同じプ
リコーディング行列の乗算のみを行うことが好ましいが、これに限られるものではない。
【００６９】
　リソースエレメントマッピング部２０６は、プリコーディング部２０５においてプリコ
ーディングされた変調シンボル系列と、参照信号生成部２０９で生成されたセル固有参照
信号及びチャネル状態情報参照信号と、制御情報生成部２１０で生成された報知情報及び
制御情報を、所定のリソースエレメント又は上位層部２１２における無線リソース割り当
て結果のリソースエレメントにマッピングし、リソースエレメント群を出力する。ここで
、参照信号をマッピングする場合、ポート毎の参照信号が互いに直交するように、周波数
分割多重、時間分割多重、符号分割多重又はそれらの組み合わせによって多重することが
好ましい。
【００７０】
　ＯＦＤＭ信号生成部２０７は、リソースエレメントマッピング部２０６から出力された
リソースエレメント群をＯＦＤＭ信号に変換し、下りリンク送信信号として送信アンテナ
部２０８から送信する。
【００７１】
　図３は、本実施形態に係るプリコーディング部２０５の一構成例を示す機能ブロック図
である。
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【００７２】
　図３においてプリコーディング部２０５は、線形プリコーディング部３０１、非線形プ
リコーディング部３０２及び選択部３０３を含んで構成される。
【００７３】
　線形プリコーディング部３０１は、レイヤマッピング部２０４から出力された各レイヤ
の変調シンボル系列に対して、伝搬路状態情報に基づいて線形プリコーディングを施して
出力する。
【００７４】
　非線形プリコーディング部３０２は、レイヤマッピング部２０４から出力された各レイ
ヤの変調シンボル系列に対して、伝搬路状態情報に基づいて非線形プリコーディングを施
して出力する。
【００７５】
　選択部３０３は、上位層部２１２又は制御部２１１から入力されるプリコーディング方
式情報に基づいて、線形プリコーディング部３０１から出力された線形プリコーディング
結果と、非線形プリコーディング部３０２から出力された非線形プリコーディング結果と
の一方を選択して出力する。なお、プリコーディング部２０５の構成は上記に限られるも
のではなく、例えば、上位層部２１２又は制御部２１１から入力されるプリコーディング
方式情報に基づいて、線形プリコーディング部３０１又は非線形プリコーディング部３０
２のいずれか一方のみを選択して動作させる構成としてもよい。
【００７６】
　図４は、本実施形態に係る端末装置４００の一構成例を示す機能ブロック図である。図
４において端末装置４００は、受信アンテナ部４０１、ＯＦＤＭ信号復調部４０２、リソ
ースエレメントデマッピング部４０３、受信フィルタ部４０４、レイヤデマッピング部４
０５、復調部４０６、デスクランブル部４０７、復号部４０８、制御情報取得部４０９、
伝搬路推定部４１０及び制御部４１１を含んで構成される物理層部４１６と、上位層部４
１２とを含んで構成される。また、上位層部４１２は、メディアアクセス制御部４１３、
無線リンク制御部４１４及び無線リソース制御部４１５を含む。
【００７７】
　ＯＦＤＭ信号復調部４０２は、受信アンテナ部４０１で受信した下りリンク受信信号を
ＯＦＤＭ復調処理し、リソースブロック群を出力する。
【００７８】
　リソースエレメントデマッピング部４０３は、まず、所定の位置のリソースエレメント
から報知情報及び下りリンク制御情報を取得（デマッピング）して出力する。ここで、自
端末装置に対する制御情報を識別する方法として、様々な方法を用いることができるが、
その一例として、ブラインドデコーディングを用いる方法を説明する。この方法では、例
えば、各端末装置に対する制御情報に対して、それぞれの端末装置を識別する情報を巡回
冗長検査（Cyclic Redundancy Check：ＣＲＣ）として、基地局装置２００側で付加して
おき、可能性のある全ての制御情報を復調することで、自端末装置に対する制御情報を識
別することができる。
【００７９】
　次に、リソースエレメントデマッピング部４０３は、制御情報取得部４０９で制御情報
から取得されたポート情報を参照して、所定の位置のリソースエレメントから参照信号を
取得して伝搬路推定部４１０へ出力する。ここで、参照信号を取得する際は、基地局装置
２００のリソースエレメントマッピング部２０６における処理に対応した処理を行う。よ
り具体的には、リソースエレメントマッピング部２０６においてポート毎の参照信号が互
いに直交するように周波数分割多重、時間分割多重、符号分割多重などが適用されていた
場合、これらを考慮したデマッピングあるいは逆拡散を行う。
【００８０】
　さらに、リソースエレメントデマッピング部４０３は、制御情報取得部４０９から出力
されたリソース割り当て情報に基づいて、自端末装置宛の受信信号を取得する。
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【００８１】
　制御情報取得部４０９は、リソースエレメントデマッピング部４０３から出力された報
知情報及び下りリンク制御情報から、基地局装置２００から通知されたシステム情報、並
びにレイヤ３メッセージ、リソース割り当て情報、送信モード情報及びポート情報などの
制御情報を取得する。
【００８２】
　伝搬路推定部４１０は、リソースエレメントデマッピング部４０３から出力されたポー
ト毎の参照信号に対して、基地局装置２００の参照信号生成部２０９で生成したポート毎
の参照信号系列に対応する系列（参照信号系列の複素共役の系列など）を乗算することに
より、ポート毎のチャネル（伝搬路、伝送路）状態を推定する。ここで、参照信号は基地
局装置２００においてプリコーディングが施されているため、基地局装置２００の送信ア
ンテナと端末装置４００の受信アンテナとの間のチャネルに加え、プリコーディング処理
も含めた等価チャネルの状態を推定することになる。
【００８３】
　受信フィルタ部４０４は、伝搬路推定部４１０から出力されたチャネル状態の推定結果
を用いて、リソースエレメントデマッピング部４０３から出力された受信信号に対してフ
ィルタリング処理（チャネル等化、受信合成、ＭＩＭＯ分離など）を行う。受信フィルタ
部４０４におけるフィルタリング処理は、例えばZero Forcing（ＺＦ）や最小平均二乗誤
差（Minimum Mean Square Error：ＭＭＳＥ）や最尤検出（Maximum Likelihood Detectio
n：ＭＬＤ）などの方法を用いてレイヤ（ポート）毎の信号を検出するＭＩＭＯ分離が含
まれてもよい。
【００８４】
　レイヤデマッピング部４０５は、受信フィルタ部４０４から出力されたフィルタリング
処理後のレイヤ毎の受信信号に対して、基地局装置２００のレイヤマッピング部２０４の
処理に対応する結合処理を施してコードワード毎の変調シンボル系列に変換し、出力する
。
【００８５】
　復調部４０６は、レイヤデマッピング部４０５から出力されたコードワード毎の変調シ
ンボル系列に対して、基地局装置２００の変調部２０３の変調処理に対応した復調処理を
施し、符号化系列（又は軟判定ビット系列）を出力する。このとき、復調部４０６は、上
位層部４１２又は制御部４１１から入力されるプリコーディング方式情報が非線形プリコ
ーディングを示している場合、上記変調シンボル系列に対して変調方式に対応して予め定
められたモジュロ幅によるモジュロ演算を施した後、受信信号点と当該変調方式における
信号点配置の候補信号点とから対数尤度比を算出する軟判定による復調処理を行う。ある
いは、復調部４０６は、モジュロ演算を行う代わりに、基地局装置２００のプリコーディ
ング部２０５において摂動ベクトルが加算されたことを考慮して、受信信号点と、モジュ
ロ幅で繰り返された候補信号点とから対数尤度比を算出する軟判定による復調処理を行っ
てもよい。以下では、これらの復調処理をまとめてモジュロ演算考慮復調処理と記す。
【００８６】
　デスクランブル部４０７は、復調部４０６から出力された符号化系列に対して、基地局
装置２００のスクランブル部２０２で用いたスクランブリング符号の複素共役を乗算する
か、若しくはスクランブリング符号で除算し、デスクランブル後の符号化系列を出力する
。
【００８７】
　復号部４０８は、デスクランブル部４０７から出力されたデスクランブル後の符号化系
列に対して、レートマッチング処理（デパンクチャリング処理）及び誤り訂正復号処理を
行い、受信データ系列を出力する。
【００８８】
　制御部４１１は、制御情報取得部４０９から出力された制御情報や、上位層部４１２か
ら入力される指示に基づいて、物理層の上記各部を制御する。
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【００８９】
　上位層部４１２は、制御情報取得部４０９から出力されたシステム情報及び制御情報に
基づいて、物理層を制御するとともに、復号部４０８から出力された受信データ系列に対
して、誤り検出や再送要求などの処理を行う。特に、本実施形態における上位層部４１２
は、制御情報取得部４０９から出力されたシステム情報に含まれる非線形プリコーディン
グ設定情報に基づいて、プリコーディング方式情報を生成して出力する。
【００９０】
　図５は、本実施形態に係る基地局装置２００と端末装置４００との間の通信の一例を示
すシーケンスチャートである。
【００９１】
　まず、端末装置４００は、アイドル状態（ＲＲＣ＿ＩＤＬＥ状態）にあるものとする（
ステップＳ５０１）。
【００９２】
　基地局装置２００は、自基地局装置が構成するセル（自セル）において非線形プリコー
ディングを使用するかどうか（オンかオフか）の非線形プリコーディング設定を決定し（
ステップＳ５０２）、決定した非線形プリコーディング設定の情報（非線形プリコーディ
ング設定情報）をシステム情報に含めて、物理報知チャネルなどを用いて報知する（ステ
ップＳ５０３）。以下では、非線形プリコーディングを使用する（有効とする）設定を非
線形プリコーディング設定がオン、非線形プリコーディングを使用しない（無効とする）
設定を非線形プリコーディング設定がオフと表現する。
【００９３】
　端末装置４００は、通信を開始するに当たってセルサーチを行い、接続先候補となる基
地局装置２００から報知されている物理報知チャネルを受信してシステム情報を取得し、
当該セルにおける非線形プリコーディング設定情報を取得し、取得した非線形プリコーデ
ィング設定情報に基づいてプリコーディング方式情報を設定する（ステップＳ５０４）。
【００９４】
　端末装置４００は、セルサーチにより検出した基地局装置２００に対して接続を要求す
る場合、まず、上りリンクで送信するためのリソース割り当てを要求するために、物理ラ
ンダムアクセスチャネルを用いてランダムアクセスプリアンブルを送信する（ステップＳ
５０５）。
【００９５】
　基地局装置２００は、端末装置４００から送信された、上りリンクのリソース割り当て
要求のためのランダムアクセスプリアンブルを受信した場合、当該端末装置４００に上り
リンクのリソース割り当てを行い（ステップＳ５０６）、その割り当て情報を含むランダ
ムアクセスレスポンスを物理下りリンク共有チャネルを用いて送信する（ステップＳ５０
７）。
【００９６】
　端末装置４００は、基地局装置２００から送信されたランダムアクセスレスポンスを受
信し、自端末装置に対する上りリンクのリソース割り当て情報を取得する（ステップＳ５
０８）。
【００９７】
　端末装置４００は、割り当てられた上りリンクのリソース（物理上りリンク共有チャネ
ルのリソース）を用いて、自端末装置の識別情報を含んだ、基地局装置２００へ接続要求
するＲＲＣコネクションリクエストメッセージを送信する（ステップＳ５０９）。
【００９８】
　基地局装置２００は、端末装置４００から送信されたＲＲＣコネクションリクエストメ
ッセージを受信すると、当該端末装置４００との間で通信制御メッセージを送受信するた
めのシグナリング無線ベアラ（Signaling Radio Bearer：ＳＲＢ）を設定し、そのＳＲＢ
の情報や、物理チャネルの構成情報、さらには当該端末装置４００に対する様々な設定情
報を含むＲＲＣコネクションセットアップメッセージを物理下りリンク共有チャネルを用
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いて送信する（ステップＳ５１０）。
【００９９】
　端末装置４００は、基地局装置２００から送信されたＲＲＣコネクションセットアップ
メッセージを受信すると、ＲＲＣ＿ＩＤＬＥ状態からネットワークの情報を保持している
状態（ＲＲＣ＿ＣＯＮＮＥＣＴＥＤ状態、接続状態）へ遷移する（ステップＳ５１１）。
【０１００】
　端末装置４００は、接続手順が完了したことを示すＲＲＣコネクションセットアップコ
ンプリートメッセージを物理上りリンク共有チャネルを用いて送信する（ステップＳ５１
２）。
【０１０１】
　その後、基地局装置２００と端末装置４００との間でユーザデータ通信が行われる（ス
テップＳ５１３）。端末装置４００は、下りリンクにおけるユーザデータの受信（物理下
りリンク共有チャネルの受信）に際して、ステップＳ５０４で設定したプリコーディング
方式情報に基づいて、復調処理を行う。
【０１０２】
　図６は、本実施形態に係る端末装置４００における復調処理のフローの一例を示すフロ
ーチャートである。図６は、端末装置４００が、物理下りリンク制御チャネル又は拡張物
理下りリンク制御チャネルから取得したリソース割り当て情報に基づいて、自端末装置宛
のユーザデータが物理下りリンク共有チャネルを用いて送信されていることを検出した場
合に、当該ユーザデータを受信する際の復調処理のフローの一例である。
【０１０３】
　まず、端末装置４００は、自端末装置宛のユーザデータに関する送信モード情報を確認
する（ステップＳ６０１）。
【０１０４】
　端末装置４００は、自端末装置宛のユーザデータに関する送信モード情報が、ＭＵ－Ｍ
ＩＭＯをサポートする送信モード（例えば、送信モード５、８、９又は１０）を示してお
り（ステップＳ６０１でＹｅｓ）、さらに非線形プリコーディング設定がオンである（プ
リコーディング方式情報が非線形プリコーディングを示している）場合（ステップＳ６０
２でＹｅｓ）、受信した信号に対してモジュロ演算考慮復調処理を行う（ステップＳ６０
３）。
【０１０５】
　端末装置４００は、自端末装置宛のユーザデータに関する送信モード情報が、ＭＵ－Ｍ
ＩＭＯをサポートしない送信モードを示している場合（ステップＳ６０１でＮｏ）、若し
くは非線形プリコーディング設定がオフである場合（ステップＳ６０２でＮｏ）、受信し
た信号に対してモジュロ演算を考慮しない復調処理を行う（ステップＳ６０４）。
【０１０６】
　なお、端末装置４００がチャネル品質インジケータ（ＣＱＩ）やプリコーディング行列
インジケータ（ＰＭＩ）に代表されるＣＳＩを基地局装置２００に向けて通知する場合、
端末装置４００は、非線形プリコーディング設定情報に基づいて通知する情報を算出する
。例えば、非線形プリコーディング設定がオンである場合、端末装置４００は、受信した
信号に対してモジュロ演算考慮復調処理を行うことを前提としたＣＱＩやＰＭＩを算出し
、基地局装置２００に向けて通知する。
【０１０７】
　また、端末装置４００は、予め基地局装置２００との間で共有された、複数のＣＱＩ値
やＰＭＩ値が記載されたＣＱＩテーブル（表）やＰＭＩテーブル等に基づいて基地局装置
２００に向けて通知するＣＳＩを算出することができる。さらに、端末装置４００は、複
数のＣＱＩテーブルやＰＭＩテーブルを基地局装置２００との間で共有することができる
。例えば、複数のＣＱＩテーブルの１つには、モジュロ演算考慮復調処理を行うことを前
提としたＣＱＩ値の記載が可能であり、別のＣＱＩテーブルにはモジュロ演算考慮復調処
理を行わないことを前提としたＣＱＩ値の記載が可能である。端末装置４００は非線形プ



(19) JP 2016-119496 A 2016.6.30

10

20

30

40

50

リコーディング設定情報に基づいて、複数のＣＱＩテーブルのうち、基地局装置２００へ
のＣＳＩの通知に用いるＣＱＩテーブルを決定することができる。
【０１０８】
　以上説明したように、本実施形態では、基地局装置２００は、自セルにおいて非線形プ
リコーディングを使用するかどうかを決定し、決定した非線形プリコーディング設定の情
報をシステム情報に含めて、物理報知チャネルなどを用いて報知し、端末装置４００は、
報知されたシステム情報から非線形プリコーディング設定情報を取得して、取得した非線
形プリコーディング設定情報に基づいて自端末装置宛のユーザデータの復調処理を行う。
これにより、基地局装置２００から送信されたＭＵ－ＭＩＭＯ信号が線形プリコーディン
グであるか非線形プリコーディングであるのかを端末装置４００が適切に判定して、受信
、復調することが可能となる。
（第２の実施形態）
【０１０９】
　本実施形態における無線通信システムの概略構成例は、第１の実施形態と同様に図１で
表される。また、基地局装置２００の構成は図２と同様であり、端末装置４００の構成は
図４と同じであり、制御情報と対応する処理が異なる。以下では、本実施形態における無
線通信システムについて、第１の実施形態と異なる点について説明し、同じ点については
説明を省略する。
【０１１０】
　図７は、本実施形態に係る基地局装置２００と端末装置４００との間の通信の一例を示
すシーケンスチャートである。
【０１１１】
　まず、端末装置４００は、アイドル状態（ＲＲＣ＿ＩＤＬＥ状態）にあるものとする（
ステップＳ７０１）。
【０１１２】
　基地局装置２００は、自セルに関するシステム情報を、物理報知チャネルなどを用いて
報知する（ステップＳ７０２）。
【０１１３】
　端末装置４００は、通信を開始するに当たってセルサーチを行い、接続先候補となる基
地局装置２００から報知されている物理報知チャネルを受信してシステム情報を取得する
（ステップＳ７０３）。
【０１１４】
　端末装置４００は、セルサーチにより検出した基地局装置２００に対して接続を要求す
る場合、まず、上りリンクで送信するためのリソース割り当てを要求するために、物理ラ
ンダムアクセスチャネルを用いてランダムアクセスプリアンブルを送信する（ステップＳ
７０４）。
【０１１５】
　基地局装置２００は、端末装置４００から送信された、上りリンクのリソース割り当て
要求のためのランダムアクセスプリアンブルを受信した場合、当該端末装置４００に上り
リンクのリソース割り当てを行い（ステップＳ７０５）、その割り当て情報を含むランダ
ムアクセスレスポンスを物理下りリンク共有チャネルを用いて送信する（ステップＳ７０
６）。
【０１１６】
　端末装置４００は、基地局装置２００から送信されたランダムアクセスレスポンスを受
信し、自端末装置に対する上りリンクのリソース割り当て情報を取得する（ステップＳ７
０７）。
【０１１７】
　端末装置４００は、割り当てられた上りリンクのリソース（物理上りリンク共有チャネ
ルのリソース）を用いて、自端末装置の識別情報を含んだ、基地局装置２００へ接続要求
するＲＲＣコネクションリクエストメッセージを物理上りリンク共有チャネルを用いて送
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信する（ステップＳ７０８）。
【０１１８】
　基地局装置２００は、端末装置４００から送信されたＲＲＣコネクションリクエストメ
ッセージを受信すると、当該端末装置４００に対して非線形プリコーディングを使用する
かどうか（オンかオフか）の非線形プリコーディング設定を決定し（ステップＳ７０９）
、また、当該端末装置４００との間で通信制御メッセージを送受信するためのシグナリン
グ無線ベアラ（ＳＲＢ）を設定し、決定した非線形プリコーディング設定の情報（非線形
プリコーディング設定情報）、ＳＲＢの情報、物理チャネルの構成情報、さらには当該端
末装置４００に対する様々な設定情報を含む接続設定メッセージであるＲＲＣコネクショ
ンセットアップメッセージを物理下りリンク共有チャネルを用いて送信する（ステップＳ
７１０）。
【０１１９】
　端末装置４００は、基地局装置２００から送信されたＲＲＣコネクションセットアップ
メッセージを受信すると、ＲＲＣコネクションセットアップメッセージに含まれる非線形
プリコーディング設定情報を取得し、取得した非線形プリコーディング設定情報に基づい
てプリコーディング方式情報を設定し（ステップＳ７１１）、ＲＲＣ＿ＩＤＬＥ状態から
ネットワークの情報を保持している状態（ＲＲＣ＿ＣＯＮＮＥＣＴＥＤ状態、接続状態）
へ遷移する（ステップＳ７１２）。
【０１２０】
　端末装置４００は、接続手順が完了したことを示すＲＲＣコネクションセットアップコ
ンプリートメッセージを物理上りリンク共有チャネルを用いて送信する（ステップＳ７１
３）。
【０１２１】
　その後、基地局装置２００と端末装置４００との間でユーザデータ通信が行われる（ス
テップＳ７１４）。端末装置４００は、下りリンクにおけるユーザデータの受信（物理下
りリンク共有チャネルの受信）に際して、ステップＳ７１１で設定したプリコーディング
方式情報に基づいて、復調処理を行う。
【０１２２】
　本実施形態に係る端末装置４００における復調処理のフローの一例は、第１の実施形態
における図６と同じである。
【０１２３】
　以上説明したように、本実施形態では、基地局装置２００は、端末装置４００との間の
接続確立の過程において、各端末装置４００に対して非線形プリコーディングを使用する
かどうかを決定し、ＲＲＣコネクションセットアップメッセージを用いて非線形プリコー
ディング設定情報を通知し、各端末装置４００は、通知されたＲＲＣコネクションセット
アップメッセージから非線形プリコーディング設定情報を取得して、取得した非線形プリ
コーディング設定情報に基づいて自端末装置宛のユーザデータの復調処理を行う。これに
より、基地局装置２００から送信されたＭＵ－ＭＩＭＯ信号が線形プリコーディングであ
るか非線形プリコーディングであるのかを端末装置４００が適切に判定して、受信、復調
することが可能となる。さらに、基地局装置２００は、端末装置４００毎に異なる非線形
プリコーディング設定情報を通知することも可能となる。
（第３の実施形態）
【０１２４】
　本実施形態における無線通信システムの概略構成例は、第１の実施形態と同様に図１で
表される。また、基地局装置２００の構成は図２と同様であり、端末装置４００の構成は
図４と同じであり、制御情報と対応する処理が異なる。以下では、本実施形態における無
線通信システムについて、第１の実施形態と異なる点について説明し、同じ点については
説明を省略する。
【０１２５】
　図８は、本実施形態に係る基地局装置２００と端末装置４００との間の通信の一例を示
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すシーケンスチャートである。
【０１２６】
　図８では、端末装置４００は既に基地局装置２００との接続状態（ＲＲＣ＿ＣＯＮＮＥ
ＣＴＥＤ状態）にあり（ステップＳ８０１）、基地局装置２００とユーザデータを通信し
ているものとする（ステップＳ８０２）。この際、第１の実施形態の図５のフロー図、若
しくは第２の実施形態の図７のフロー図に基づいて接続が確立され、端末装置４００は、
（初期状態として）システム情報で報知された非線形プリコーディング設定情報、若しく
はＲＲＣコネクションセットアップメッセージで通知された非線形プリコーディング設定
情報を取得してプリコーディング方式情報を設定しており、そのプリコーディング方式情
報に基づいて復調処理を行っている状態であっても良い。なお、非線形プリコーディング
設定情報を取得していない状態の場合は、モジュロ演算を考慮しない復調処理を行うこと
が好ましい。
【０１２７】
　基地局装置２００は、自セル内のトラフィック状態や、端末装置４００との間のチャネ
ル状態などに基づいて、端末装置４００に対するプリコーディング方式として非線形プリ
コーディングを使用するかどうかの非線形プリコーディング設定を決定あるいは再決定し
（ステップＳ８０３）、決定した非線形プリコーディング設定情報を物理下りリンク共有
チャネルを用いてレイヤ３メッセージとして端末装置４００へ送信する（ステップＳ８０
４）。
【０１２８】
　端末装置４００は、基地局装置２００からレイヤ３メッセージとして非線形プリコーデ
ィング設定情報を受信した場合、プリコーディング方式情報を設定あるいは再設定する（
ステップＳ８０５）。
【０１２９】
　その後、基地局装置２００と端末装置４００との間でユーザデータ通信が再び行われる
（ステップＳ８０６）。端末装置４００は、下りリンクにおけるユーザデータの受信（物
理下りリンク共有チャネルの受信）に際して、ステップＳ８０５で設定したプリコーディ
ング方式情報に基づいて、復調処理を行う。
【０１３０】
　本実施形態に係る端末装置４００における復調処理のフローの一例は、第１の実施形態
における図６と同じである。
【０１３１】
　以上説明したように、本実施形態では、基地局装置２００は、接続状態にある各端末装
置４００に対して非線形プリコーディングを使用するかどうかを決定し、レイヤ３メッセ
ージを用いて非線形プリコーディング設定情報を通知し、各端末装置４００は、通知され
たレイヤ３メッセージから非線形プリコーディング設定情報を取得して、取得した非線形
プリコーディング設定情報に基づいて自端末装置宛のユーザデータの復調処理を行う。こ
れにより、基地局装置２００から送信されたＭＵ－ＭＩＭＯ信号が線形プリコーディング
であるか非線形プリコーディングであるのかを端末装置４００が適切に判定して、受信、
復調することが可能となる。さらに、基地局装置２００は、自セルのトラフィック状態や
各端末装置４００のチャネル状態などに応じて非線形プリコーディング設定を変更するこ
とが可能となり、また、端末装置４００毎に異なる非線形プリコーディング設定情報を通
知することも可能となる。
（第４の実施形態）
　本実施形態における無線通信システムの概略構成例は、第１の実施形態と同様に図１で
表される。また、基地局装置２００の構成は図２と同様であり、端末装置４００の構成は
図４と同じであり、制御情報と対応する処理が異なる。以下では、本実施形態における無
線通信システムについて、第１の実施形態と異なる点について説明し、同じ点については
説明を省略する。
【０１３２】
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　図９は、本実施形態に係る基地局装置２００と端末装置４００との間の通信の一例を示
すシーケンスチャートである。
【０１３３】
　図９では、端末装置４００は既に基地局装置２００との接続状態（ＲＲＣ＿ＣＯＮＮＥ
ＣＴＥＤ状態）にあり（ステップＳ９０１）、基地局装置２００とユーザデータを通信し
ているものとする（ステップＳ９０２）。この際、第１の実施形態の図５のフロー図、若
しくは第２の実施形態の図７のフロー図に基づいて接続が確立され、端末装置４００は、
（初期状態として）システム情報で報知された非線形プリコーディング設定情報、若しく
はＲＲＣコネクションセットアップメッセージで通知された非線形プリコーディング設定
情報を取得してプリコーディング方式情報を設定しており、そのプリコーディング方式情
報に基づいて復調処理を行っている状態であっても良い。なお、非線形プリコーディング
設定情報を取得していない状態の場合は、モジュロ演算を考慮しない復調処理を行うこと
が好ましい。
【０１３４】
　基地局装置２００は、自セル内のトラフィック状態や、端末装置４００との間のチャネ
ル状態などに基づいて、端末装置４００に対するプリコーディング方式として非線形プリ
コーディングを使用するかどうかの非線形プリコーディング設定を再決定し（ステップＳ
９０３）、ネットワークの接続状態の設定を再構成する接続再構成メッセージであるＲＲ
Ｃコネクションリコンフィギュレーションメッセージに、決定した非線形プリコーディン
グ設定情報を含めて端末装置４００へ送信する（ステップＳ９０４）。
【０１３５】
　端末装置４００は、基地局装置２００からＲＲＣコネクションリコンフィギュレーショ
ンメッセージを受信した場合、それに含まれる非線形プリコーディング設定情報を取得し
、プリコーディング方式情報を再設定する（ステップＳ９０５）。
【０１３６】
　端末装置４００は、接続状態の再構成が完了したことを示すＲＲＣコネクションリコン
フィギュレーションコンプリートメッセージを物理上りリンク共有チャネルを用いて送信
する（ステップＳ９０６）。
【０１３７】
　その後、基地局装置２００と端末装置４００との間でユーザデータ通信が再び行われる
（ステップＳ９０７）。端末装置４００は、下りリンクにおけるユーザデータの受信（物
理下りリンク共有チャネルの受信）に際して、ステップＳ９０５で設定したプリコーディ
ング方式情報に基づいて、復調処理を行う。
【０１３８】
　本実施形態に係る端末装置４００における復調処理のフローの一例は、第１の実施形態
における図６と同じである。
【０１３９】
　以上説明したように、本実施形態では、基地局装置２００は、接続状態にある各端末装
置４００に対して非線形プリコーディングを使用するかどうかを決定し、ネットワークの
接続状態を再構成するＲＲＣコネクションリコンフィギュレーションメッセージを用いて
非線形プリコーディング設定情報を通知し、各端末装置４００は、通知されたＲＲＣコネ
クションリコンフィギュレーションメッセージから非線形プリコーディング設定情報を取
得して、取得した非線形プリコーディング設定情報に基づいて自端末装置宛のユーザデー
タの復調処理を行う。これにより、基地局装置２００から送信されたＭＵ－ＭＩＭＯ信号
が線形プリコーディングであるか非線形プリコーディングであるのかを端末装置４００が
適切に判定して、受信、復調することが可能となる。さらに、基地局装置２００は、自セ
ルのトラフィック状態や各端末装置４００のチャネル状態などに応じて非線形プリコーデ
ィング設定を変更することが可能となり、また、端末装置４００毎に異なる非線形プリコ
ーディング設定情報を通知することも可能となる。
【０１４０】
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　上記の各実施形態では、基地局装置２００は、非線形プリコーディング設定をオンとし
た場合、ＭＵ－ＭＩＭＯ伝送において必ず非線形プリコーディングを行い、端末装置４０
０は、取得した非線形プリコーディング設定情報に基づいて設定したプリコーディング方
式情報が非線形プリコーディングを示している場合に、必ずモジュロ演算考慮復調処理を
行う場合の例について説明してきた。
【０１４１】
　しかし、本発明の実施の形態はこれに限られるものではなく、例えば、非線形プリコー
ディング設定がオンである場合、基地局装置２００は、ＭＵ－ＭＩＭＯ伝送において線形
プリコーディングに加えて非線形プリコーディングを選択可能であることを表すこととし
ても良い。
【０１４２】
　このとき、端末装置４００は、取得した非線形プリコーディング設定情報に基づいて設
定したプリコーディング方式情報が線形プリコーディングを示している場合は、受信した
信号が線形プリコーディングによる信号としてモジュロ演算を考慮しない復調処理を行い
、プリコーディング方式情報が非線形プリコーディングを示している場合は、受信した信
号が線形プリコーディングによる信号か非線形プリコーディングによる信号かをブライン
ド推定して、モジュロ演算を考慮しない復調処理とモジュロ演算考慮復調処理とを選択し
て処理しても良い。
【０１４３】
　また、上記の各実施形態において、基地局装置２００は、非線形プリコーディング設定
に応じて、物理下りリンク共有チャネルにおける変調方式や符号化率の組み合わせによる
ＭＣＳ（Modulation and Coding Scheme）のテーブルを切り替える、すなわち、線形プリ
コーディング用と非線形プリコーディング用とで異なるＭＣＳテーブルを用意しても良い
。
【０１４４】
　以上、本発明の実施形態について図面を参照して詳述してきたが、具体的な構成はこの
実施形態に限られるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲の設計等も特許請求
の範囲に含まれる。
【０１４５】
　なお、本発明は上述の実施形態に限定されるものではない。本発明の端末装置４００は
、セルラシステムや無線ＬＡＮシステム等の端末装置への適用に限定されるものではなく
、屋内外に設置される据え置き型、又は非可動型の電子機器、例えば、ＡＶ機器、キッチ
ン機器、掃除・洗濯機器、空調機器、オフィス機器、自動販売機、その他生活機器などに
適用できることは言うまでもない。
【０１４６】
　本発明に関わる基地局装置２００及び端末装置４００で動作するプログラムは、本発明
に関わる上記実施形態の機能を実現するように、ＣＰＵ等を制御するプログラム（コンピ
ュータを機能させるプログラム）である。そして、これら装置で取り扱われる情報は、そ
の処理時に一時的にＲＡＭに蓄積され、その後、各種ＲＯＭやＨＤＤに格納され、必要に
応じてＣＰＵによって読み出し、修正・書き込みが行われる。プログラムを格納する記録
媒体としては、半導体媒体（例えば、ＲＯＭ、不揮発性メモリカード等）、光記録媒体（
例えば、ＤＶＤ、ＭＯ、ＭＤ、ＣＤ、ＢＤ等）、磁気記録媒体（例えば、磁気テープ、フ
レキシブルディスク等）等のいずれであってもよい。また、ロードしたプログラムを実行
することにより、上述した実施形態の機能が実現されるだけでなく、そのプログラムの指
示に基づき、オペレーティングシステムあるいは他のアプリケーションプログラム等と共
同して処理することにより、本発明の機能が実現される場合もある。
【０１４７】
　また市場に流通させる場合には、可搬型の記録媒体にプログラムを格納して流通させた
り、インターネット等のネットワークを介して接続されたサーバコンピュータに転送した
りすることができる。この場合、サーバコンピュータの記憶装置も本発明に含まれる。ま



(24) JP 2016-119496 A 2016.6.30

10

20

30

40

た、上述した実施形態における基地局装置２００及び端末装置４００の一部、又は全部を
典型的には集積回路であるＬＳＩとして実現してもよい。基地局装置２００及び端末装置
４００の各機能ブロックは個別にプロセッサ化してもよいし、一部、又は全部を集積して
プロセッサ化してもよい。また、集積回路化の手法はＬＳＩに限らず専用回路、又は汎用
プロセッサで実現してもよい。また、半導体技術の進歩によりＬＳＩに代替する集積回路
化の技術が出現した場合、当該技術による集積回路を用いることも可能である。
【産業上の利用可能性】
【０１４８】
　本発明は、基地局装置、端末装置、無線通信システムに用いて好適である。
【符号の説明】
【０１４９】
２００　基地局装置
２０１　符号化部
２０２　スクランブル部
２０３　変調部
２０４　レイヤマッピング部
２０５　プリコーディング部
２０６　リソースエレメントマッピング部
２０７　ＯＦＤＭ信号生成部
２０８　送信アンテナ部
２０９　参照信号生成部
２１０　制御情報生成部
２１１　制御部
２１２　上位層部
２１３　メディアアクセス制御部
２１４　無線リンク制御部
２１５　無線リソース制御部
２１６　物理層部
３０１　線形プリコーディング部
３０２　非線形プリコーディング部
３０３　選択部
４００、４００－１～４００－４　端末装置
４０１　受信アンテナ部
４０２　ＯＦＤＭ信号復調部
４０３　リソースエレメントデマッピング部
４０４　受信フィルタ部
４０５　レイヤデマッピング部
４０６　復調部
４０７　デスクランブル部
４０８　復号部
４０９　制御情報取得部
４１０　伝搬路推定部
４１１　制御部
４１２　上位層部
４１３　メディアアクセス制御部
４１４　無線リンク制御部
４１５　無線リソース制御部
４１６　物理層部
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