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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基地局と通信する端末であって、
　上りリンク電力制御に関する第１のパラメータを含む上位層の信号と、上りリンク電力
制御に関する第２のパラメータを含む上位層の信号と、上りリンクグラントを受信する受
信部と、
　前記上りリンクグラントに基づいて物理上りリンク共用チャネルの送信を行なう送信部
と、を備え、
　前記送信部は、
　前記上りリンクグラントが受信されるサブフレームから所定サブフレーム数後のサブフ
レームが所定の第１のサブフレームセットに属する場合には、前記物理上りリンク共用チ
ャネルの送信電力を、前記第１のパラメータと、前記上りリンクグラントに含まれる電力
補正値に基づいて設定し、
　前記上りリンクグラントが受信されるサブフレームから所定サブフレーム数後のサブフ
レームが所定の第２のサブフレームセットに属する場合には、前記物理上りリンク共用チ
ャネルの送信電力を、前記第２のパラメータと、前記上りリンクグラントに含まれる電力
補正値に基づいて設定し、
　前記第１のパラメータは、前記第１のサブフレームセットに対する標準の上りリンク共
用チャネル電力と端末固有の上りリンク共用チャネル電力とを含み、
　前記第２のパラメータは、前記第２のサブフレームセットに対する標準の上りリンク共
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用チャネル電力と端末固有の上りリンク共用チャネル電力とを含む
　ことを特徴とする端末。
【請求項２】
　端末と通信する基地局であって、
　上りリンク電力制御に関する第１のパラメータを含む上位層の信号と、上りリンク電力
制御に関する第２のパラメータを含む上位層の信号と、電力補正値を含む上りリンクグラ
ントと、を送信する送信部を備え、
　物理上りリンク共有チャネルが送信されるサブフレームが第１のサブフレームセットに
属するサブフレームであって、前記上りリンクグラントを送信するサブフレームから所定
サブフレーム数後のサブフレームで送信される場合、前記第１のパラメータと前記上りリ
ンクグラントに含まれる電力補正値が送信電力制御に用いられ、
　前記物理上りリンク共有チャネルが送信されるサブフレームが第２のサブフレームセッ
トが属するサブフレームであって、前記上りリンクグラントを送信するサブフレームから
所定サブフレーム数後のサブフレームで送信される場合、前記第２のパラメータと前記上
りリンクグラントに含まれる電力補正値が送信電力制御に用いられ、
　前記第１のパラメータは、前記第１のサブフレームセットに対する標準の上りリンク共
用チャネル電力と端末固有の上りリンク共用チャネル電力とを含み、
　前記第２のパラメータは、前記第２のサブフレームセットに対する標準の上りリンク共
用チャネル電力と端末固有の上りリンク共用チャネル電力とを含む
　ことを特徴とする基地局。
【請求項３】
　基地局と通信する端末における通信方法であって、
　上りリンク電力制御に関する第１のパラメータを含む上位層の信号と、上りリンク電力
制御に関する第２のパラメータを含む上位層の信号と、上りリンクグラントと、を受信す
る受信ステップと、
　前記上りリンクグラントに基づいて物理上りリンク共用チャネルの送信を行なう送信ス
テップと、
　前記上りリンクグラントが受信されるサブフレームから所定サブフレーム数後のサブフ
レームが所定の第１のサブフレームセットに属する場合には、前記物理上りリンク共用チ
ャネルの送信電力を、前記第１のパラメータと、前記上りリンクグラントに含まれる電力
補正値に基づいて設定するステップと、
　前記上りリンクグラントが受信されるサブフレームから所定サブフレーム数後のサブフ
レームが所定の第２のサブフレームセットに属する場合には、前記物理上りリンク共用チ
ャネルの送信電力を、前記第２のパラメータと前記上りリンクグラントに含まれる電力補
正値に基づいて設定する送信ステップと、
　前記物理上りリンク共用チャネルを送信するステップと、を有し、
　前記第１のパラメータは、前記第１のサブフレームセットに対する標準の上りリンク共
用チャネル電力と端末固有の上りリンク共用チャネル電力とを含み、
　前記第２のパラメータは、前記第２のサブフレームセットに対する標準の上りリンク共
用チャネル電力と端末固有の上りリンク共用チャネル電力とを含む
　ことを特徴とする通信方法。
【請求項４】
　端末と通信する基地局における通信方法であって、
　上りリンク電力制御に関する第１のパラメータを含む上位層の信号と、上りリンク電力
制御に関する第２のパラメータを含む上位層の信号と、電力補正値を含む上りリンクグラ
ントと、を送信する送信ステップを有し、
　物理上りリンク共有チャネルが送信されるサブフレームが第１のサブフレームセットに
属するサブフレームであって、前記上りリンクグラントを送信するサブフレームから所定
サブフレーム数後のサブフレームで送信される場合、前記第１のパラメータと前記上りリ
ンクグラントに含まれる電力補正値が送信電力制御に用いられ、
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　前記物理上りリンク共有チャネルが送信されるサブフレームが第２のサブフレームセッ
トが属するサブフレームであって、前記上りリンクグラントを送信するサブフレームから
所定サブフレーム数後のサブフレームで送信される場合、前記第２のパラメータと前記上
りリンクグラントに含まれる電力補正値が送信電力制御に用いられ、
　前記第１のパラメータは、前記第１のサブフレームセットに対する標準の上りリンク共
用チャネル電力と端末固有の上りリンク共用チャネル電力とを含み、
　前記第２のパラメータは、前記第２のサブフレームセットに対する標準の上りリンク共
用チャネル電力と端末固有の上りリンク共用チャネル電力とを含む
　ことを特徴とする通信方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、基地局、端末、通信システムおよび通信方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　３ＧＰＰ（Ｔｈｉｒｄ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　Ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ　Ｐｒｏｊｅ
ｃｔ）によるＷＣＤＭＡ（Ｗｉｄｅｂａｎｄ　Ｃｏｄｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉ
ｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ）、ＬＴＥ（Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）、ＬＴＥ
－Ａ（ＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄ）やＩＥＥＥ（Ｔｈｅ　Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ　ｏｆ　Ｅ
ｌｅｃｔｒｉｃａｌ　ａｎｄ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ　ｅｎｇｉｎｅｅｒｓ）によるＷ
ｉｒｅｌｅｓｓ　ＬＡＮ、ＷｉＭＡＸ（Ｗｏｒｌｄｗｉｄｅ　Ｉｎｔｅｒｏｐｅｒａｂｉ
ｌｉｔｙ　ｆｏｒ　Ｍｉｃｒｏｗａｖｅ　Ａｃｃｅｓｓ）のような無線通信システムでは
、基地局（セル、送信局、送信装置、ｅＮｏｄｅＢ）および端末（移動端末、受信局、移
動局、受信装置、ＵＥ（Ｕｓｅｒ　Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ））は、複数の送受信アンテナを
それぞれ備え、ＭＩＭＯ（Ｍｕｌｔｉ　Ｉｎｐｕｔ　Ｍｕｌｔｉ　Ｏｕｔｐｕｔ）技術を
用いることにより、データ信号を空間多重し、高速なデータ通信を実現する。
【０００３】
　その無線通信システムにおいて、基地局と端末とのデータ通信を実現するためには、基
地局は端末に対して様々な制御を行うことが必要である。そのため、基地局は、端末に対
して、所定のリソースを用いて、制御情報を通知することにより、下りリンクおよび上り
リンクにおけるデータ通信を行う。例えば、基地局は、端末に対して、リソースの割り当
て情報、データ信号の変調および符号化情報、データ信号の空間多重数情報、送信電力制
御情報等を通知することにより、データ通信を実現する。そのような制御情報は、非特許
文献１に記載された方法を用いることができる。
【０００４】
　また、下りリンクにおけるＭＩＭＯ技術を用いた通信方法は、様々な方法を用いること
ができ、例えば、同一のリソースを異なる端末に割り当てるマルチユーザＭＩＭＯ方式や
、複数の基地局が互いに協調してデータ通信を行うＣｏＭＰ（Ｃｏｏｐｅｒａｔｉｖｅ　
Ｍｕｌｔｉｐｏｉｎｔ、Ｃｏｏｒｄｉｎａｔｅｄ　Ｍｕｌｔｉｐｏｉｎｔ）方式等を用い
ることができる。
【０００５】
　図３４は、マルチユーザＭＩＭＯ方式を行う一例を示す図である。図３４では、基地局
３４０１は、下りリンク３４０４を通じて端末３４０２にデータ通信を行い、下りリンク
３４０５を通じて端末３４０３にデータ通信を行う。このとき、端末３４０２および端末
３４０３は、マルチユーザＭＩＭＯによるデータ通信を行う。下りリンク３４０４および
下りリンク３４０５では、同一のリソースが用いられる。リソースは周波数方向および時
間方向のリソースから構成される。また、基地局３４０１はプレコーディング技術等を用
い、下りリンク３４０４および下りリンク３４０５のそれぞれに対してビームを制御する
ことにより、互いに直交性の維持または同一チャネル干渉の低減を行う。これにより、基
地局３４０１は、端末３４０２および端末３４０３に対して、同一のリソースを用いたデ
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ータ通信を実現できる。
【０００６】
　図３５は、下りリンクＣｏＭＰ方式を行う一例を示す図である。図３５では、カバレッ
ジの広いマクロ基地局３５０１と、そのマクロ基地局３５０１よりもカバレッジの狭いＲ
ＲＨ（Ｒｅｍｏｔｅ　Ｒａｄｉｏ　Ｈｅａｄ）３５０２とにより、ヘテロジーニアスネッ
トワーク構成を用いた無線通信システムを構築する場合を示す。ここで、マクロ基地局３
５０１のカバレッジは、ＲＲＨ３５０２のカバレッジの一部または全部を含んで構成する
場合を考える。図３５に示す例では、マクロ基地局３５０１、ＲＲＨ３５０２によりヘテ
ロジーニアスネットワーク構成を構築し、互いに協調して、それぞれ下りリンク３５０５
および下りリンク３５０６を通じて、端末３５０４に対するデータ通信を行う。マクロ基
地局３５０１は、回線３５０３を通じてＲＲＨ３５０２と接続しており、ＲＲＨ３５０２
と制御信号やデータ信号を送受信することができる。回線３５０３は、光ファイバ等の有
線回線やリレー技術を用いた無線回線を用いることができる。このとき、マクロ基地局３
５０１およびＲＲＨ３５０２がそれぞれ一部または全部が同一の周波数（リソース）を用
いることで、マクロ基地局３５０１が構築するカバレッジのエリア内の総合的な周波数利
用効率（伝送容量）が向上できる。
【０００７】
　端末３５０４は、基地局３５０１またはＲＲＨ３５０２の付近に位置している場合、基
地局３５０１またはＲＲＨ３５０２とシングルセル通信することができる。さらに、端末
３５０４は、ＲＲＨ３５０２が構築するカバレッジの端付近（セルエッジ）に位置する場
合、マクロ基地局３５０１からの同一チャネル干渉に対する対策が必要になる。マクロ基
地局３５０１とＲＲＨ３５０２とのマルチセル通信（協調通信）として、マクロ基地局３
５０１とＲＲＨ３５０２とが互いに協調するＣｏＭＰ方式を用いることにより、セルエッ
ジ領域の端末３５０４に対する干渉を軽減または抑圧する方法が検討されている。例えば
、そのようなＣｏＭＰ方式として、非特許文献２に記載された方法が検討されている。
【０００８】
　図３６は、上りリンクＣｏＭＰ方式を行う一例を示す図である。図３６では、カバレッ
ジの広いマクロ基地局３６０１と、そのマクロ基地局よりもカバレッジの狭いＲＲＨ（Ｒ
ｅｍｏｔｅ　Ｒａｄｉｏ　Ｈｅａｄ）３６０２とにより、ヘテロジーニアスネットワーク
構成を用いた無線通信システムを構築する場合を示す。ここで、マクロ基地局３６０１の
カバレッジは、ＲＲＨ３６０２のカバレッジの一部または全部を含んで構成する場合を考
える。図３６に示す例では、マクロ基地局３６０１とＲＲＨ３６０２とによりヘテロジー
ニアスネットワーク構成を構築し、互いに協調して、それぞれ上りリンク３６０５および
上りリンク３６０６を通じて、端末３６０４に対するデータ通信を行う。マクロ基地局３
６０１は、回線３６０３を通じてＲＲＨ３６０２と接続しており、ＲＲＨ３６０２と受信
信号や制御信号やデータ信号を送受信することができる。回線３６０３は、光ファイバ等
の有線回線やリレー技術を用いた無線回線を用いることができる。このとき、マクロ基地
局３６０１およびＲＲＨ３６０２がそれぞれ一部または全部が同一の周波数（リソース）
を用いることで、マクロ基地局３６０１が構築するカバレッジのエリア内の総合的な周波
数利用効率（伝送容量）が向上できる。
【０００９】
　端末３６０４は、基地局３６０１またはＲＲＨ３６０２の付近に位置している場合、基
地局３６０１またはＲＲＨ３６０２とシングルセル通信することができる。この場合、端
末３６０４が基地局３６０１付近に位置している場合には、基地局３６０１は上りリンク
３６０５を通じて受信された信号を受信、復調する。もしくは、端末３６０４がＲＲＨ３
６０２付近に位置している場合には、ＲＲＨ３６０２は上りリンク３６０６を通じて受信
された信号を受信、復調する。さらに、端末３６０４が、ＲＲＨ３６０２が構築するカバ
レッジの端付近（セルエッジ）もしくは基地局３６０１とＲＲＨ３６０２との中間地点付
近に位置する場合、マクロ基地局３６０１は上りリンク３６０５を通じて受信された信号
を受信し、ＲＲＨ３６０２は上りリンク３６０６を通じて受信された信号を受信した後、
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マクロ基地局３６０１とＲＲＨ３６０２は回線３６０３を通じてこれら端末３６０４から
受信された信号の送受信を行い、端末３６０４から受信された信号の合成を行い、合成信
号の復調を行う。これらの処理により、データ通信の特性改善が期待される。これが合成
受信（Ｊｏｉｎｔ　Ｒｅｃｅｐｔｉｏｎ）と呼ばれる方法であり、上りリンクマルチセル
（マルチポイント）通信（協調通信）として、マクロ基地局３６０１とＲＲＨ３６０２間
で互いに協調するＣｏＭＰ方式を用いることにより、セルエッジ領域、もしくはマクロ基
地局３６０１とＲＲＨ３６０２との中間付近の領域でのデータ通信の特性改善が可能とな
る。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【００１０】
【非特許文献１】３ｒｄ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　Ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ　Ｐｒｏｊｅ
ｃｔ；　Ｔｅｃｈｎｉｃａｌ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎ　Ｇｒｏｕｐ　Ｒａｄｉｏ　
Ａｃｃｅｓｓ　Ｎｅｔｗｏｒｋ；　Ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｔｅｒｒｅｓ
ｔｒｉａｌ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ　（Ｅ－ＵＴＲＡ）；Ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｌａｙ
ｅｒ　ｐｒｏｃｅｄｕｒｅｓ　（Ｒｅｌｅａｓｅ　１０）、２０１１年３月、３ＧＰＰ　
ＴＳ　３６．２１２　Ｖ１０．１．０　（２０１１－０３）。
【非特許文献２】３ｒｄ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　Ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ　Ｐｒｏｊｅ
ｃｔ；Ｔｅｃｈｎｉｃａｌ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎ　Ｇｒｏｕｐ　Ｒａｄｉｏ　Ａ
ｃｃｅｓｓ　Ｎｅｔｗｏｒｋ；Ｆｕｒｔｈｅｒ　Ａｄｖａｎｃｅｍｅｎｔｓ　ｆｏｒ　Ｅ
－ＵＴＲＡ　Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｌａｙｅｒ　Ａｓｐｅｃｔｓ（Ｒｅｌｅａｓｅ　９）、
２０１０年３月、３ＧＰＰ　ＴＲ　３６．８１４　Ｖ９．０．０　（２０１０－０３）。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　しかしながら、ＣｏＭＰ方式のような協調通信を行うことができる無線通信システムに
おいて、端末が送信する信号が、基地局、ＲＲＨ、もしくは基地局とＲＲＨ双方のいずれ
において受信されるかによって、適切な上りリンク送信電力が異なってくる。例えば、不
要に強い電力で信号が送信されれば他の基地局への干渉が大きくなり、弱い電力で信号が
送信されれば適切な受信品質が維持できなくなり、システム全体のスループットの低下を
招くことがある。
【００１２】
　本発明は、上記問題を鑑みてなされたものであり、その目的は、基地局と端末が通信す
る無線通信システムにおいて、端末が適切な上りリンク送信電力の設定を行えるよう、下
りリンク受信電力の測定及び適切な上りリンク送信電力の設定が可能となる基地局、端末
、通信システムおよび通信方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　（１）この発明は上述した課題を解決するためになされたもので、本発明の一態様によ
る端末は、基地局と通信を行う端末であって、無線リソース制御信号に含まれる上りリン
ク電力制御に関するパラメータの設定を受信する手段と、無線リソース制御信号に含まれ
る第１および第２の測定対象設定を受信する手段と、前記第１の測定対象設定に設定され
た第１の測定対象と前記上りリンク電力制御に関するパラメータの設定に基づいて第１の
パスロスおよび第１の上りリンク送信電力を計算する手段と、前記第２の測定対象設定に
設定された第２の測定対象と前記上りリンク電力制御に関するパラメータの設定に基づい
て第２のパスロスおよび第２の上りリンク送信電力を計算する手段と、を有することを特
徴とする。
【００１４】
　（２）また、本発明の一態様による端末は、上記の端末であって、前記第１の測定対象
が、セル固有参照信号アンテナポート０と関連付けられたインデックスを含んでいること
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を特徴とする。
【００１５】
　（３）また、本発明の一態様による端末は、上記の端末であって、前記第２の測定対象
が、伝送路状況測定用参照信号アンテナポートインデックスと関連付けられたインデック
スを含んでいることを特徴とする。
【００１６】
　（４）また、本発明の一態様による端末は、上記の端末であって、前記第２の測定対象
が、第３の参照信号設定によって決定されるインデックスを含んでいることを特徴とする
。
【００１７】
　（５）また、本発明の一態様による端末は、上記の端末であって、上りリンクグラント
を受信し、プライマリーセルの制御チャネル領域において前記上りリンクグラントを検出
した場合には、第１の上りリンク送信電力において上りリンク信号を送信し、セカンダリ
－セルの制御チャネル領域において前記上りリンクグラントを検出した場合には、第２の
上りリンク送信電力において上りリンク信号を送信することを特徴とする。
【００１８】
　（６）また、本発明の一態様による端末は、上記の端末であって、キャリアインディケ
ータを含む上りリンクグラントを受信し、前記上りリンクグラントに含まれるキャリアイ
ンディケータがプライマリーセルを示す場合には、前記第１の上りリンク送信電力におい
て上りリンク信号を前記基地局へ送信し、前記上りリンクグラントに含まれるキャリアイ
ンディケータがセカンダリーセルを示す場合には、前記第２の上りリンク送信電力におい
て上りリンク信号を前記基地局へ送信することを特徴とする。
【００１９】
　（７）また、本発明の一態様による端末は、上記の端末であって、上りリンクグラント
を受信し、第１のサブフレームサブセットに含まれる下りリンクサブフレームにおいて前
記上りリンクグラントを検出した場合には、前記第１の上りリンク送信電力において上り
リンク信号を送信し、第２のサブフレームサブセットに含まれる下りリンクサブフレーム
において前記上りリンクグラントを検出した場合には、前記第２の上りリンク送信電力に
おいて上りリンク信号を送信することを特徴とする。
【００２０】
　（８）また、本発明の一態様による端末は、上記の端末であって、上りリンクグラント
を受信し、第１の制御チャネル領域において前記上りリンクグラントを検出した場合には
、前記第１の上りリンク送信電力において上りリンク信号を送信し、第２の制御チャネル
領域において前記上りリンクグラントを検出した場合には、前記第２の上りリンク送信電
力において上りリンク信号を送信することを特徴とする。
【００２１】
　（９）また、本発明の一態様による通信システムは、基地局と端末から構成される通信
システムであって、前記基地局は第１および第２の測定対象設定を含む無線リソース制御
信号を前記端末へ通知し、上りリンク電力制御に関するパラメータの設定を含む無線リソ
ース制御信号を前記端末へ通知し、前記端末は、前記第１の測定対象設定に含まれる第１
の測定対象と前記上りリンク電力制御に関するパラメータの設定に基づいて第１のパスロ
スおよび第１の上りリンク送信電力を計算し、前記第２の測定対象設定に含まれる第２の
測定対象と前記上りリンク電力制御に関するパラメータの設定に基づいて第２のパスロス
および第２の上りリンク送信電力を計算することを特徴とする。
【００２２】
　（１０）また、本発明の一態様による通信システムは、上記の通信システムであって、
前記基地局は、上りリンクグラントを前記端末へ通知し、前記端末は、プライマリーセル
の制御チャネル領域において前記上りリンクグラントを検出した場合には、前記第１の上
りリンク送信電力において上りリンク信号を前記基地局へ送信し、セカンダリ－セルの制
御チャネル領域において前記上りリンクグラントを検出した場合には、前記第２の上りリ
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ンク送信電力において上りリンク信号を前記基地局へ送信することを特徴とする。
【００２３】
　（１１）また、本発明の一態様による通信システムは、上記の通信システムであって、
前記基地局は、キャリアインディケータを含む上りリンクグラントを前記端末へ通知し、
前記端末は、前記上りリンクグラントに含まれるキャリアインディケータがプライマリー
セルを示す場合には、前記第１の上りリンク送信電力において上りリンク信号を前記基地
局へ送信し、前記上りリンクグラントに含まれるキャリアインディケータがセカンダリー
セルを示す場合には、前記第２の上りリンク送信電力において上りリンク信号を前記基地
局へ送信することを特徴とする。
【００２４】
　（１２）また、本発明の一態様による通信システムは、上記の通信システムであって、
前記基地局は、上りリンクグラントを前記端末へ通知し、前記端末は、第１のサブフレー
ムサブセットに含まれる下りリンクサブフレームにおいて前記上りリンクグラントを検出
した場合には、前記第１の上りリンク送信電力において上りリンク信号を前記基地局へ送
信し、第１のサブフレームサブセットとは異なるサブフレームで構成されている第２のサ
ブフレームサブセットに含まれる下りリンクサブフレームにおいて前記上りリンクグラン
トを検出した場合には、前記第２の上りリンク送信電力において上りリンク信号を前記基
地局へ送信することを特徴とする。
【００２５】
　（１３）また、本発明の一態様による通信システムは、上記の通信システムであって、
前記第１のサブフレームサブセットは第１または第２の同期信号および物理報知チャネル
を含むサブフレームが少なくとも１つは含まれるサブフレームを有することを特徴とする
。
【００２６】
　（１４）また、本発明の一態様による通信システムは、上記の通信システムであって、
前記基地局は、上りリンクグラントを前記端末へ通知し、前記端末は、第１の制御チャネ
ル領域において前記上りリンクグラントを検出した場合には、前記第１の上りリンク送信
電力において上りリンク信号を前記基地局へ送信し、第２の制御チャネル領域において前
記上りリンクグラントを検出した場合には、前記第２の上りリンク送信電力において上り
リンク信号を前記基地局へ送信することを特徴とする。
【００２７】
　（１５）また、本発明の一態様による通信方法は、基地局と通信を行う端末の通信方法
であって、無線リソース制御信号に含まれる上りリンク電力制御に関するパラメータの設
定を受信するステップと、無線リソース制御信号に含まれる第１および第２の測定対象設
定を受信するステップと、前記第１の測定対象設定に含まれる第１の測定対象と前記上り
リンク電力制御に関するパラメータの設定に基づいて第１のパスロスおよび第１の上りリ
ンク送信電力を計算し、前記第２の測定対象設定に含まれる第２の測定対象と前記上りリ
ンク電力制御に関するパラメータの設定に基づいて第２のパスロスおよび第２の上りリン
ク送信電力を計算するステップと、を含むことを特徴とする。
【００２８】
　（１６）また、本発明の一態様による通信方法は、上記の通信方法であって、上りリン
クグラントを受信し、プライマリーセルの制御チャネル領域において前記上りリンクグラ
ントを検出した場合には、第１の上りリンク送信電力において上りリンク信号を送信し、
セカンダリ－セルの制御チャネル領域において前記上りリンクグラントを検出した場合に
は、第２の上りリンク送信電力において上りリンク信号を送信することを特徴とする。
【００２９】
　（１７）また、本発明の一態様による通信方法は、上記の通信方法であって、キャリア
インディケータを含む上りリンクグラントを受信し、前記上りリンクグラントに含まれる
キャリアインディケータがプライマリーセルを示す場合には、前記第１の上りリンク送信
電力において上りリンク信号を前記基地局へ送信し、前記上りリンクグラントに含まれる



(8) JP 5927801 B2 2016.6.1

10

20

30

40

50

キャリアインディケータがセカンダリーセルを示す場合には、前記第２の上りリンク送信
電力において上りリンク信号を前記基地局へ送信することを特徴とする。
【００３０】
　（１８）また、本発明の一態様による通信方法は、上記の通信方法であって、上りリン
クグラントを受信し、第１のサブフレームサブセットに含まれる下りリンクサブフレーム
において前記上りリンクグラントを検出した場合には、前記第１の上りリンク送信電力に
おいて上りリンク信号を送信し、第２のサブフレームサブセットに含まれる下りリンクサ
ブフレームにおいて前記上りリンクグラントを検出した場合には、前記第２の上りリンク
送信電力において上りリンク信号を送信することを特徴とする。
【００３１】
　（１９）また、本発明の一態様による通信方法は、上記の通信方法であって、上りリン
クグラントを受信し、第１の制御チャネル領域において前記上りリンクグラントを検出し
た場合には、前記第１の上りリンク送信電力において上りリンク信号を送信し、第２の制
御チャネル領域において前記上りリンクグラントを検出した場合には、前記第２の上りリ
ンク送信電力において上りリンク信号を送信することを特徴とする。
【００３２】
　このことにより、端末は、上りリンクグラントを検出する周波数リソースやタイミング
によって上りリンク信号の送信電力や送信タイミングを切り替えることで上りリンク送信
電力が大きく異なる端末同士が設定された場合でも互いの端末が他の端末への干渉元にな
らないように制御することができる。
【発明の効果】
【００３３】
　この発明によれば、基地局と端末が通信する無線通信システムにおいて、端末が下りリ
ンク受信電力の測定及び適切な上りリンク送信電力の設定を行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【００３４】
【図１】本発明の第１の実施形態に係るデータ伝送を行う通信システムを示す概略図であ
る。
【図２】基地局１０１がマッピングする１つのリソースブロックペアの一例を示す図であ
る。
【図３】基地局１０１がマッピングする１つのリソースブロックペアの別の一例を示す図
である。
【図４】本発明の第１の実施形態にかかわる端末の上りリンク信号の送信処理の詳細を示
すシーケンスフローチャートである。
【図５】本発明の第１の実施形態に係る基地局１０１の構成を示す概略ブロック図である
。
【図６】本発明の第１の実施形態に係る端末１０２の構成を示す概略ブロック図である。
【図７】基地局１０１がマッピングするチャネルの一例を示す図である。
【図８】伝送路状況測定用参照信号設定の詳細を示す図である。
【図９】図４　ステップ４０３における第２の測定対象設定に関するパラメータの詳細の
一例を示す図である。
【図１０】図４　ステップ４０３における第２の測定対象設定に関するパラメータの詳細
の別の一例を示す図である。
【図１１】ＣＳＩ-ＲＳ測定設定の詳細の一例を示す図である。
【図１２】ＣＳＩ-ＲＳ測定設定の詳細の別の一例を示す図である。
【図１３】図４　ステップ４０３における第３の測定対象設定および報告設定の詳細を示
す図である。
【図１４】第３の測定対象設定の詳細の一例を示す図である。
【図１５】測定オブジェクトＥＵＴＲＡの詳細を示す図である。
【図１６】図４　ステップ４０３における第２の測定対象設定および報告設定の詳細を示
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す図である。
【図１７】第２の報告設定の詳細を示す図である。
【図１８】レポート設定の一例を示す図である。
【図１９】測定レポートの詳細を示す図である。
【図２０】ＥＵＴＲＡ測定結果リストの詳細を示す図である。
【図２１】第２の測定レポートの詳細を示す図である。
【図２２】上りリンク電力制御に関するパラメータの設定の詳細の一例を示す図である。
【図２３】上りリンク電力制御に関するパラメータの設定の詳細の別の一例を示す図であ
る。
【図２４】パスロス参照リソースの詳細を示す図である。
【図２５】端末１０２が上りリンクグラントを検出したタイミングによるパスロス参照リ
ソースの詳細を示す図である。
【図２６】端末１０２が上りリンクグラントを検出する制御チャネル領域によるパスロス
参照リソースの詳細を示す図である。
【図２７】本願の本実施形態における第２の上りリンク電力制御に関するパラメータの設
定の一例を示す図である。
【図２８】各無線リソース設定に含まれる第１の上りリンク電力制御に関するパラメータ
の設定と第２の上りリンク電力制御に関するパラメータの設定の一例を示す図である。
【図２９】第２のセル固有上りリンク電力制御に関するパラメータの設定の一例を示す図
である。
【図３０】第１の端末固有上りリンク電力制御に関するパラメータの設定と第２の端末固
有上りリンク電力制御に関するパラメータの設定の一例を示す図である。
【図３１】パスロス参照リソースの一例を示す図である。
【図３２】パスロス参照リソースの別の一例（別例１）を示す図である。
【図３３】パスロス参照リソースの別の一例（別例２）を示す図である。
【図３４】マルチユーザＭＩＭＯ方式を行う一例を示す図である。
【図３５】下りリンクＣｏＭＰ方式を行う一例を示す図である。
【図３６】上りリンクＣｏＭＰ方式を行う一例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００３５】
　（第１の実施形態）
　以下、本発明の第１の実施形態について説明する。本第１の実施形態における通信シス
テムは、マクロ基地局（基地局、送信装置、セル、送信点、送信アンテナ群、送信アンテ
ナポート群、受信アンテナポート群、コンポーネントキャリア、ｅＮｏｄｅＢ）、ＲＲＨ
（Ｒｅｍｏｔｅ　Ｒａｄｉｏ　Ｈｅａｄ、リモートアンテナ、分散アンテナ、基地局、送
信装置、セル、送信点、送信アンテナ群、送信アンテナポート群、コンポーネントキャリ
ア、ｅＮｏｄｅＢ）および端末（端末装置、移動端末、受信点、受信端末、受信装置、第
３の通信装置、送信アンテナポート群、受信アンテナ群、受信アンテナポート群、ＵＥ）
を備える。
【００３６】
　図１は、本発明の第１の実施形態に係るデータ伝送を行う通信システムを示す概略図で
ある。図１では、基地局（マクロ基地局）１０１は、端末１０２とデータ通信を行うため
、下りリンク１０５および上りリンク１０６を通じて、制御情報および情報データを送受
信する。同様にＲＲＨ１０３は、端末１０２とデータ通信を行うため、下りリンク１０７
および上りリンク１０８を通じて、制御情報および情報データを送受信する。回線１０４
は、光ファイバ等の有線回線やリレー技術を用いた無線回線を用いることができる。この
とき、マクロ基地局１０１およびＲＲＨ１０３がそれぞれ一部または全部が同一の周波数
（リソース）を用いることで、マクロ基地局１０１が構築するカバレッジのエリア内の総
合的な周波数利用効率（伝送容量）が向上できる。この様な隣接局間（例えば、マクロ基
地局－ＲＲＨ間）で同一の周波数を用いて構築されるネットワークのことを単一周波数ネ
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ットワーク（ＳＦＮ；Ｓｉｎｇｌｅ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）と呼ぶ。ま
た図１において基地局１０１からセルＩＤが通知され、後述するセル固有参照信号（ＣＲ
Ｓ；Ｃｅｌｌ－ｓｐｅｃｉｆｉｃ　Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ）や端末固有参照
信号（ＤＬ　ＤＭＲＳ；Ｄｅｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ　Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ
，ＵＥ－ＲＳ；ＵＥ－ｓｐｅｃｉｆｉｃ　Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ）に利用さ
れる。またＲＲＨ１０３からもセルＩＤを通知することができる。ＲＲＨ１０３から通知
されるセルＩＤは基地局１０１から通知されるものと同じ場合もあるし、異なる場合もあ
る。なお以降で示す基地局１０１は図1で示す基地局１０１およびＲＲＨ１０３のことを
指し示す場合がある。なお以降で示す基地局１０１およびＲＲＨ１０３間での説明は、マ
クロ基地局間、ＲＲＨ間のことを指し示してもかまわない。
【００３７】
　図２は、基地局１０１およびまたはＲＲＨ１０３が下りリンク１０５もしくは下りリン
ク１０７を通してマッピングする１つのリソースブロックペアの一例を示す図である。図
２は、２つのリソースブロック（リソースブロックペア）を表しており、１つのリソース
ブロックは周波数方向に１２のサブキャリアと時間方向に７のＯＦＤＭシンボルで構成さ
れる。１つのＯＦＤＭシンボルのうち、それぞれのサブキャリアをリソースエレメント（
ＲＥ；Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｅｌｅｍｅｎｔ）と呼ぶ。リソースブロックペアは周波数方向
に並べられ、そのリソースブロックペアの数は基地局毎に設定できる。例えば、そのリソ
ースブロックペアの数は６～１１０個に設定できる。その時の周波数方向の幅は、システ
ム帯域幅と呼ばれる。また、リソースブロックペアの時間方向は、サブフレームと呼ばれ
る。それぞれのサブフレームのうち、時間方向に前後の７つのＯＦＤＭシンボルをそれぞ
れスロットとも呼ぶ。また、以下の説明では、リソースブロックペアは、単にリソースブ
ロック（ＲＢ；Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｂｌｏｃｋ）とも呼ばれる。
【００３８】
　網掛けしたリソースエレメントのうち、Ｒ０～Ｒ１は、それぞれアンテナポート０～１
のセル固有参照信号（ＣＲＳ）を示す。ここで、図２に示すセル固有参照信号は、２つの
アンテナポートの場合であるが、その数を変えることができ、例えば、１つのアンテナポ
ートや４つのアンテナポートに対するセル固有参照信号をマッピングすることができる。
また、セル固有参照信号は、最大４つのアンテナポート（アンテナポート０～３）に設定
できる。
【００３９】
　また基地局１０１およびＲＲＨ１０３はそれぞれ異なるリソースエレメントに上記Ｒ０
～Ｒ１を割り当てる場合もあるし、同じリソースエレメントに上記Ｒ０～Ｒ１を割り当て
る場合もある。例えば、基地局１０１およびＲＲＨ１０３はそれぞれ異なるリソースエレ
メントおよび、または異なる信号系列に上記Ｒ０～Ｒ１を割り当てる場合には、端末１０
２はセル固有参照信号を用いてそれぞれの受信電力（受信信号電力）を個別に算出するこ
とができる。特に、基地局１０１およびＲＲＨ１０３から通知されるセルＩＤが異なる場
合には前述のような設定が可能となる。別の例では、基地局１０１のみが一部のリソース
エレメントに上記Ｒ０～Ｒ１を割り当て、ＲＲＨ１０３は何れのリソースエレメントにも
上記Ｒ０～Ｒ１を割り当てない場合がある。この場合には、端末１０２はマクロ基地局１
０１の受信電力をセル固有参照信号から算出することができる。特に基地局１０１からの
みセルＩＤが通知される場合には前述のような設定が可能となる。別の例では、基地局１
０１およびＲＲＨ１０３が同じリソースエレメントに上記Ｒ０～Ｒ１を割り当て、同じ系
列を基地局１０１およびＲＲＨ１０３から送信した場合には、端末１０２はセル固有参照
信号を用いて合成された受信電力を算出することができる。特に基地局１０１およびＲＲ
Ｈ１０３から通知されるセルＩＤが同じ場合には前述のような設定が可能となる。
【００４０】
　なお、本発明の実施形態の説明では、例えば、電力を算出することは電力の値を算出す
ることを含み、電力を計算することは電力の値を計算することを含み、電力を測定するこ
とは電力の値を測定することを含み、電力を報告することは電力の値を報告することを含
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む。このように、電力という表現は、適宜電力の値という意味も含まれる。
【００４１】
　網掛けしたリソースエレメントのうち、Ｄ１～Ｄ２は、それぞれＣＤＭ（Ｃｏｄｅ　Ｄ
ｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ）グループ１～ＣＤＭグループ２の端末固有
参照信号（ＤＬ　ＤＭＲＳ，ＵＥ－ＲＳ）を示す。また、ＣＤＭグループ１およびＣＤＭ
グループ２の端末固有参照信号はそれぞれＷａｌｓｈ符号等の直交符号によりＣＤＭされ
る。また、ＣＤＭグループ１およびＣＤＭグループ２の端末固有参照信号は互いにＦＤＭ
（Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ）される。ここで
、基地局１０１は、そのリソースブロックペアにマッピングする制御信号やデータ信号に
応じて、８つのアンテナポート（アンテナポート７～１４）を用いて、端末固有参照信号
を最大８ランクまでマッピングすることができる。また、基地局１０１は端末固有参照信
号をマッピングするランク数に応じて、ＣＤＭの拡散符号長やマッピングされるリソース
エレメントの数を変えることができる。
【００４２】
　例えば、ランク数が１～２の場合における端末固有参照信号は、アンテナポート７～８
として、２チップの拡散符号長により構成され、ＣＤＭグループ１にマッピングされる。
ランク数が３～４の場合における端末固有参照信号は、アンテナポート７～８に加えて、
アンテナポート９～１０として、２チップの拡散符号長により構成され、ＣＤＭグループ
２にさらにマッピングされる。ランク数が５～８の場合における端末固有参照信号は、ア
ンテナポート７～１４として、４チップの拡散符号長により構成され、ＣＤＭグループ１
およびＣＤＭグループ２にマッピングされる。
【００４３】
　また、端末固有参照信号において、各アンテナポートに対応する直交符号は、スクラン
ブル符号がさらに重畳される。このスクランブル符号は、基地局１０１から通知されるセ
ルＩＤおよびスクランブルＩＤに基づいて生成される。例えば、スクランブル符号は、基
地局１０１から通知されるセルＩＤおよびスクランブルＩＤに基づいて生成される擬似雑
音系列から生成される。例えば、スクランブルＩＤは、０または１を示す値である。また
、用いられるスクランブルＩＤおよびアンテナポートを示す情報は、ジョイントコーディ
ングされ、それらを示す情報をインデックス化することもできる。
【００４４】
　図２の網掛けしたリソースエレメントのうち、先頭の１～３番目のＯＦＤＭシンボルで
構成される領域は、第１の制御チャネル（ＰＤＣＣＨ；Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｄｏｗｎｌｉ
ｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ）が配置される領域として設定される。また、基
地局１０１は、第１の制御チャネルが配置される領域に関して、サブフレーム毎にそのＯ
ＦＤＭシンボル数を設定することができる。また、白く塗りつぶされたリソースエレメン
トで構成される領域は、第２の制御チャネル（Ｘ－ＰＤＣＣＨ）または共用チャネル（Ｐ
ＤＳＣＨ；Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｓｈａｒｅｄ　Ｃｈａｎｎｅｌ）（物
理データチャネル）が配置される領域を示す。また、基地局１０１は第２の制御チャネル
または共用チャネルが配置される領域を、リソースブロックペア毎に設定することができ
る。また、第２の制御チャネルにマッピングされる制御信号や共用チャネルにマッピング
されるデータ信号のランク数と、第１の制御チャネルにマッピングされる制御信号のラン
ク数は、それぞれ異なって設定されることができる。
【００４５】
　ここで、リソースブロックは、通信システムが用いる周波数帯域幅（システム帯域幅）
に応じて、その数を変えられることができる。例えば、基地局１０１は、システム帯域で
６～１１０個のリソースブロックを用いることができ、その単位をコンポーネントキャリ
ア（ＣＣ；Ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ　Ｃａｒｒｉｅｒ，Ｃａｒｒｉｅｒ　Ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ
）とも呼ぶ。さらに、基地局１０１は、端末１０２に対して、周波数アグリゲーション（
キャリアアグリゲーション）により、複数のコンポーネントキャリアを設定することもで
きる。例えば、基地局１０１は、端末１０２に対して、１つのコンポーネントキャリアを
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２０ＭＨｚで構成し、周波数方向に連続および／または非連続に、５個のコンポーネント
キャリアを設定し、トータルの通信システムが用いることができる帯域幅を１００ＭＨｚ
にすることができる。
【００４６】
　ここで、制御情報は、所定の変調方式や符号化方式を用いて、変調処理や誤り訂正符号
化処理等が施され、制御信号が生成される。制御信号は、第１の制御チャネル（第１の物
理制御チャネル）、あるいは第１の制御チャネルとは異なる第２の制御チャネル（第２の
物理制御チャネル）を介して送受信される。ただし、ここで言う物理制御チャネルは物理
チャネルの一種であり、物理フレーム上に規定される制御チャネルである。
【００４７】
　なお、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制御チャネルである。端末１０２は、
第１の制御チャネルにマッピングされる制御信号に対して、セル固有参照信号を用いて復
調し、第２の制御チャネルにマッピングされる制御信号に対して、端末固有参照信号を用
いて復調する。セル固有参照信号は、セル内の全端末１０２に共通の参照信号であって、
システム帯域の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１０２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１０２も復
調可能である。一方、端末固有参照信号は、割り当てられたリソースブロックのみに挿入
される参照信号であって、データ信号と同じように適応的にビームフォーミング処理を行
うことができる。このため、第２の制御チャネルでは、適応的なビームフォーミングの利
得を得ることができる。
【００４８】
　また、異なる観点から見ると、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（コンポーネントキャリア（ＣＣ；Ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ　Ｃａｒｒｉｅｒ））
全域に配置されうる。また、第２の制御チャネルは、物理サブフレームの第１の制御チャ
ネルよりも後方に位置するＯＦＤＭシンボル上の物理制御チャネルであり、これらのＯＦ
ＤＭ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。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ＯＦＤＭ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および復
調することができる。また、制御チャネル専用のＯＦＤＭシンボルのみを監視する（モニ
タリングする）端末１０２も受信することができる。また、第１の制御チャネルに用いら
れるリソースはＣＣ全域に拡散されて配置されうるため、第１の制御チャネルに対するセ
ル間干渉はランダム化されることができる。一方、第２の制御チャネルは、通信中の端末
１０２が通常受信する共用チャネル（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、基地局１０１は、第２の制御チャネルを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。
【００４９】
　また、異なる観点から見ると、第１の制御チャネルは、セル固有の物理制御チャネルで
あり、アイドル状態の端末１０２およびコネクト状態の端末１０２の両方が取得できる物
理チャネルである。また、第２の制御チャネルは、端末固有の物理制御チャネルであり、
コネクト状態の端末１０２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１０１がＲＲＣ（Ｒａｄｉｏ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）の情報
を蓄積してない状態（ＲＲＣ＿ＩＤＬＥ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、コネクト状態とは、端末１０２がネットワークの情報を保持している状
態（ＲＲＣ＿ＣＯＮＮＥＣＴＥＤ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１０
２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
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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１０２
が受信可能なチャネルである。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。
【００５０】
　図３は、８アンテナポート用の伝送路状況測定用参照信号（ＣＳＩ－ＲＳ；Ｃｈａｎｎ
ｅｌ　Ｓｔａｔｅ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ）がマ
ッピングされたリソースブロックペアを示す図である。図３は基地局のアンテナポート数
（ＣＳＩポート数）が８のときの伝送路状況測定用参照信号がマッピングされる場合を示
している。また、図３は１つのサブフレーム内の２つのリソースブロックを表している。
【００５１】
　図３の色付けしたリソースエレメントのうち、ＣＤＭグループ番号１～２の端末固有参
照信号（データ信号復調用参照信号）をそれぞれＤ１～Ｄ２、ＣＤＭグループ番号１～４
の伝送路状況測定用参照信号をそれぞれＣ１～Ｃ４と表している。さらに、それらの参照
信号がマッピングされたリソースエレメント以外のリソースエレメントに、データ信号ま
たは制御信号がマッピングされる。
【００５２】
　伝送路状況測定用参照信号は、それぞれのＣＤＭグループにおいて、２チップの直交符
号（Ｗａｌｓｈ符号）が用いられ、それぞれの直交符号にＣＳＩポート（伝送路状況測定
用参照信号のポート（アンテナポート、リソースグリッド））が割り当てられ、２ＣＳＩ
ポート毎に符号分割多重（ＣＤＭ；Ｃｏｄｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉ
ｎｇ）される。さらに、それぞれのＣＤＭグループが周波数分割多重される。４つのＣＤ
Ｍグループを用いて、ＣＳＩポート１～８（アンテナポート１５～２２）の８アンテナポ
ートの伝送路状況測定用参照信号がマッピングされる。例えば、伝送路状況測定用参照信
号のＣＤＭグループＣ１では、ＣＳＩポート１および２（アンテナポート１５および１６
）の伝送路状況測定用参照信号がＣＤＭされ、マッピングされる。伝送路状況測定用参照
信号のＣＤＭグループＣ２では、ＣＳＩポート３および４（アンテナポート１７および１
８）の伝送路状況測定用参照信号がＣＤＭされ、マッピングされる。伝送路状況測定用参
照信号のＣＤＭグループＣ３では、ＣＳＩポート５および６（アンテナポート１９および
２０）の伝送路状況測定用参照信号がＣＤＭされ、マッピングされる。伝送路状況測定用
参照信号のＣＤＭグループＣ４では、ＣＳＩポート７および８（アンテナポート２１およ
び２２）の伝送路状況測定用参照信号がＣＤＭされ、マッピングされる。
【００５３】
　基地局１０１のアンテナポート数が８の場合、基地局１０１はデータ信号または制御信
号のレイヤー数（ランク数、空間多重数、ＤＭＲＳポート数）を最大８とすることができ
、例えば、データ信号のレイヤー数を２、制御信号のレイヤー数を１とすることができる
。端末固有参照信号（ＤＬ　ＤＭＲＳ、ＵＥ－ＲＳ）は、それぞれのＣＤＭグループにお
いて、レイヤー数に応じて、２チップまたは４チップの直交符号が用いられ、２レイヤー
または４レイヤー毎にＣＤＭされる。さらに、端末固有参照信号のそれぞれのＣＤＭグル
ープが周波数分割多重される。２つのＣＤＭグループを用いて、ＤＭＲＳポート１～８（
アンテナポート７～１４）の８レイヤーの端末固有参照信号がマッピングされる。
【００５４】
　また、基地局１０１は、アンテナポート数が１、２または４のときの伝送路状況測定用
参照信号を送信することができる。基地局１０１は、１アンテナポート用または２アンテ
ナポート用の伝送路状況測定用参照信号を、図３で示す伝送路状況測定用参照信号のＣＤ
ＭグループＣ１を用いて、送信することができる。基地局１０１は、４アンテナポート用
の伝送路状況測定用参照信号を、図３で示す伝送路状況測定用参照信号のＣＤＭグループ
Ｃ１、Ｃ２を用いて、送信することができる。
【００５５】
　また基地局１０１およびＲＲＨ１０３はそれぞれ異なるリソースエレメントを上記Ｃ１
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～Ｃ４のいずれかに割り当てる場合もあるし、同じリソースエレメントを上記Ｃ１～Ｃ４
のいずれかに割り当てる場合もある。例えば、基地局１０１およびＲＲＨ１０３はそれぞ
れ異なるリソースエレメントおよび、または異なる信号系列を上記Ｃ１～Ｃ４のいずれか
に割り当てる場合には、端末１０２は伝送路状況測定用参照信号を用いて、基地局１０１
およびＲＲＨ１０３のそれぞれの受信電力（受信信号電力）およびそれぞれの伝搬路状態
を個別に算出することができる。別の例では、基地局１０１およびＲＲＨ１０３が同じリ
ソースエレメントを上記Ｃ１～Ｃ４のいずれかに割り当て、同じ系列を基地局１０１およ
びＲＲＨ１０３から送信した場合には、端末１０２は伝送路状況測定用参照信号を用いて
合成された受信電力を算出することができる。
【００５６】
　続いて図４のフロチャートに、端末１０２が参照信号（セル固有参照信号、伝送路状況
測定用参照信号）を測定し、基地局１０１に受信電力の報告（レポート）し、測定した結
果に基づきパスロスを計算し、計算したパスロスに基づき上りリンク送信電力を計算し、
計算した上りリンク送信電力にて上りリンク信号の送信を行う様子を示す。ステップ４０
３では基地局１０１が参照信号の測定及び報告に関する端末１０２のパラメータ設定を行
う。第２の測定対象設定、第２の報告設定および第３の測定対象設定、第３の報告設定に
関するパラメータがステップ４０３で設定され得る。ここでは図示していないが、端末１
０２において第１の測定対象設定はあらかじめ設定がなされており、第１の測定対象設定
の測定対象（第１の測定対象）は常にアンテナポート０のセル固有参照信号、またはアン
テナポート０と１のセル固有参照信号でありうる。すなわち、第１の測定対象設定はあら
かじめ指定された特定の参照信号およびアンテナポートを対象とする可能性がある。一方
で、基地局１０１により設定される第２の測定対象設定は伝送路状況測定用参照信号を対
象とし、その測定対象となるリソース（アンテナポート）は設定可能であり得る。また、
第２の測定対象となるリソースは１つであってもよいし、複数であってもよい。これらパ
ラメータの詳細については後述する。また、基地局１０１により設定される第３の測定対
象設定は、後述する通り接続されていないセルから送信される参照信号の測定のための設
定が含まれ得る。例えば、第３の測定対象設定の測定対象（第３の測定対象）となる参照
信号は常にアンテナポート０のセル固有参照信号、またはアンテナポート０と１のセル固
有参照信号であり得る。すなわち接続されていないセルのあらかじめ指定された特定の参
照信号および特定のアンテナポートを対象とする可能性がある。なお、ここで接続されて
いないセルとはＲＲＣによりパラメータが設定されていない状態のセルのことを意味し得
る。また別の観点から述べると接続されていないセルから送信されるセル固有参照信号は
、前記接続されているセルから送信されるセル固有参照信号とは別の物理ＩＤ（物理セル
ＩＤ）を用いて生成されうる。ここでは、基地局１０１が第３の測定対象設定により物理
ＩＤ（物理セルＩＤ）やキャリア周波数（中心周波数）などを端末１０２に通知すること
で、端末１０２が接続していないセル（ＲＲＣパラメータが設定されていないセル）から
送信されるセル固有参照信号の受信信号電力を測定することが可能となる（図１５参照）
。また第２の報告設定および第３の報告設定には、端末１０２が測定結果を測定レポート
における、トリガーとなるイベントなど送信するタイミングに関する設定などが含まれて
いる。
【００５７】
　続いてステップ４０５についての説明を行う。ステップ４０５では、端末１０２は、前
述した第１の測定対象設定が行われた場合には、第１の測定対象設定により設定された第
１の測定対象の参照信号の受信電力を測定し、前述した第２の測定対象設定が行われた場
合には、第２の測定対象設定により設定された第２の測定対象の参照信号の受信電力を測
定する。また、端末１０２は、第３の測定対象設定が行われた場合には、第３の測定対象
設定により設定された第３の測定対象の参照信号の受信電力を測定する。続いてステップ
４０７についての説明を行う。第１の測定レポートおよび/または第２の測定レポートに
関するパラメータがステップ４０７では設定され得る。ここで、第１の測定レポートは前
述した第１の測定対象設定および/または第３の測定対象設定により設定された測定対象
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の受信信号電力に関するものであり得る。一方で、第２の測定レポートは前述した第２の
測定対象設定により設定された測定対象の受信信号電力に関するものであり得る。また前
述した第２の測定レポートは、第２の測定対象設定により設定された第２の測定対象の参
照信号の受信電力（ＲＳＲＰ：Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ　Ｒｅｃｉｅｖｅｄ　
Ｐｏｗｅｒ）のひとつもしくは複数の測定結果のいくつかと関連付けられる。なお、前述
した第２の測定レポートには第２の測定対象のうちいずれのリソースの測定結果を報告対
象とするかも設定される可能性がある。前述したいずれのリソースの測定結果を報告対象
とするは、ＣＳＩポート１～８（アンテナポート１５～２２）に関連したインデックスで
通知されても良いし、周波数時間リソースに関連したインデックスで通知されても良い。
これによりステップ４０７では、前述した第１の測定レポートが設定された場合には、第
１の測定対象設定および/または第３の測定対象設定により設定された第１の測定対象お
よび/または第３の測定対象の参照信号の受信電力の測定結果が報告され、前述した第２
の測定レポートが設定された場合には、第２の測定対象設定により設定された第２の測定
対象の参照信号の受信電力のひとつもしくは複数の測定結果のうち少なくとも一つが報告
される。なお、前述したとおり第２の測定レポートには第２の測定対象のうちいずれのリ
ソースの測定結果を報告対象とするかも設定される可能性がある。
【００５８】
　続いてステップ４０８についての説明を行う。ステップ４０８では、上りリンク電力制
御に関するパラメータの設定（UplinkPowerControlやTPC Commandなど）がされ得る。こ
のパラメータには前述した第１の測定対象設定と第１の測定レポートにより測定および報
告された受信信号電力に基づく第１のパスロスか、前述した第２の測定対象設定と第２の
測定レポートにより測定および報告された受信信号電力に基づく第２のパスロスのいずれ
かを上りリンク送信電力の計算時に用いるパスロスに使用するためのパラメータ設定が含
まれ得る。これらパラメータの詳細については後述する。
【００５９】
　続いてステップ４０９についての説明を行う。本ステップ４０９では、上りリンク送信
電力の計算が行われる。上りリンク送信電力の計算には、基地局１０１（もしくはＲＲＨ
１０３）と端末１０２間の下りリンクパスロスが用いられるが、この下りリンクパスロス
はステップ４０５で測定されたセル固有参照信号の受信信号電力、すなわち第１の測定対
象の測定結果、もしくは伝送路状況測定用参照信号の受信信号電力、すなわち第２の測定
対象の測定結果、から算出される。なお、パスロスの算出には参照信号の送信電力も必要
となるため、前述した第２の測定対象設定の中に参照信号の送信電力に関する情報が含ま
れ得る。従って、端末１０２では第１の測定対象設定により設定された第１の測定対象の
参照信号の受信電力に基づいて求められた第１のパスロスおよび第２の測定対象設定によ
り設定された第２の測定対象の参照信号の受信電力に基づいて求められた第２のパスロス
を保持している。端末１０２は、ステップ４０３で設定された上りリンク電力制御に関す
るパラメータの設定に従い、前記第１および第２のパスロスのいずれかを用いて上りリン
ク送信電力の計算を行う。続いてステップ４１１についての説明を行う。ステップ４１１
ではステップ４０９において求められた送信電力値に基づき、上りリンク信号の送信を行
う。
【００６０】
　図５は、本発明の基地局１０１の構成を示す概略ブロック図である。図示するように、
基地局１０１は、上位層処理部５０１、制御部５０３、受信部５０５、送信部５０７、チ
ャネル測定部５０９、および、送受信アンテナ５１１、を含んで構成される。また、上位
層処理部５０１は、無線リソース制御部５０１１、ＳＲＳ設定部５０１３と送信電力設定
部５０１５を含んで構成される。また、受信部５０５は、復号化部５０５１、復調部５０
５３、多重分離部５０５５と無線受信部５０５７を含んで構成される。また、送信部５０
７は、符号化部５０７１、変調部５０７３、多重部５０７５、無線送信部５０７７と下り
リンク参照信号生成部５０７９を含んで構成される。
【００６１】



(16) JP 5927801 B2 2016.6.1

10

20

30

40

50

　上位層処理部５０１は、パケットデータ統合プロトコル（Packet Data Convergence Pr
otocol; PDCP）層、無線リンク制御（Radio Link Control; RLC）層、無線リソース制御
（Radio Resource Control; RRC）層の処理を行う。
【００６２】
　上位層処理部５０１が備える無線リソース制御部５０１１は、下りリンクの各チャネル
に配置する情報を生成、又は上位ノードから取得し、送信部５０７に出力する。また、無
線リソース制御部５０１１は、上りリンクの無線リソースの中から、端末１０２が上りリ
ンクのデータ情報である物理上りリンク共用チャネルＰＵＳＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｕ
ｐｌｉｎｋ　Ｓｈａｒｅｄ　Ｃｈａｎｎｅｌ）を配置する無線リソースを割り当てる。ま
た、無線リソース制御部５０１１は、下りリンクの無線リソースの中から、下りリンクの
データ情報である物理下りリンク共用チャネルＰＤＳＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｄｏｗｎ
ｌｉｎｋ　Ｓｈａｒｅｄ　Ｃｈａｎｎｅｌ）を配置する無線リソースを決定する。無線リ
ソース制御部５０１１は、当該無線リソースの割り当てを示す下りリンク制御情報を生成
し、送信部を介して端末１０２に送信する。無線リソース制御部５０１１は、ＰＵＳＣＨ
を配置する無線リソースを割り当てる際に、チャネル測定部５０９から入力された上りリ
ンクのチャネル測定結果を基に、チャネル品質のよい無線リソースを優先的に割り当てる
。
【００６３】
　上位層処理部５０１は、端末１０２から物理上りリンク制御チャネルＰＵＣＣＨ（Ｐｈ
ｙｓｉｃａｌ　Ｕｐｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ）で通知された上りリン
ク制御情報（ＡＣＫ／ＮＡＣＫ、チャネル品質情報、スケジューリング要求）、および端
末１０２から通知されたバッファの状況や無線リソース制御部５０１１が設定した端末１
０２各々の各種設定情報に基づき、受信部５０５および送信部５０７の制御を行うために
制御情報を生成し、制御部５０３に出力する。
【００６４】
　ＳＲＳ設定部５０１３は、端末１０２がサウンディング参照信号ＳＲＳ（Ｓｏｕｎｄｉ
ｎｇ　Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ）を送信するための無線リソースを予約するサ
ブフレームであるサウンディングサブフレーム、およびサウンディングサブフレーム内で
ＳＲＳを送信するために予約する無線リソースの帯域幅を設定し、前記設定に関する情報
をシステム情報（Ｓｙｓｔｅｍ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）として生成し、送信部５０７
を介して、ＰＤＳＣＨで報知送信する。また、ＳＲＳ設定部５０１３は、端末１０２各々
に周期的にピリオディックＳＲＳを送信するサブフレーム、周波数帯域、およびピリオデ
ィックＳＲＳのＣＡＺＡＣ系列に用いるサイクリックシフトの量を設定し、前記設定に関
する情報を含む信号を無線リソース制御信号（ＲＲＣ信号（Radio Resource Control Sig
nal））として生成し、送信部５０７を介して、端末１０２各々にＰＤＳＣＨで通知する
。
【００６５】
　また、ＳＲＳ設定部５０１３は、端末１０２各々にアピリオディックＳＲＳを送信する
周波数帯域、およびアピリオディックＳＲＳのＣＡＺＡＣ系列に用いるサイクリックシフ
トの量を設定し、前記設定に関する情報を含む信号を無線リソース制御信号として生成し
、送信部５０７を介して、端末１０２各々にＰＤＳＣＨで通知する。また、ＳＲＳ設定部
は、端末１０２にアピリオディックＳＲＳの送信を要求する場合、端末１０２にアピリオ
ディックＳＲＳの送信を要求していることを示すＳＲＳインディケータを生成し、送信部
５０７を介して、端末１０２にＰＤＣＣＨで通知する。
【００６６】
　送信電力設定部５０１５は、ＰＵＣＣＨ、ＰＵＳＣＨ、ピリオディックＳＲＳ、および
アピリオディックＳＲＳの送信電力を設定する。具体的には、送信電力設定部５０１５は
、隣接する基地局からの干渉量を示す情報、隣接する基地局から通知された隣接する基地
局１０１に与えている干渉量を示す情報、またチャネル測定部５０９から入力されたチャ
ネルの品質などに応じて、ＰＵＳＣＨなどが所定のチャネル品質を満たすよう、また隣接
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する基地局への干渉を考慮し、端末１０２の送信電力を設定し、前記設定を示す情報を、
送信部５０７を介して、端末１０２に送信する。
【００６７】
　具体的には、送信電力設定部５０１５は、後述する数式（１）のＰ０＿ＰＵＳＣＨ、α
、ピリオディックＳＲＳ用のＰＳＲＳ＿ＯＦＦＳＥＴ（０）（第１パラメータ（pSRS-Off
set））、アピリオディックＳＲＳ用のＰＳＲＳ＿ＯＦＦＳＥＴ（１）（第２パラメータ
（pSRS-OffsetAp-r10））を設定し、前記設定を示す情報を含む信号を無線リソース制御
信号として生成し、送信部５０７を介して、端末１０２各々にＰＤＳＣＨで通知する。ま
た、送信電力設定部５０１５は、数式（１）および数式（４）のｆを算出するためのＴＰ
Ｃコマンドを設定し、ＴＰＣコマンドを示す信号を生成し、送信部５０７を介して、端末
１０２各々にＰＤＣＣＨで通知する。なお、ここで述べるαとはパスロス値と共に数式（
１）および数式（４）での送信電力算出に用いられ、パスロスを補償する度合いを表す係
数、言い換えるとパスロスに応じてどの程度電力を増減させるかを決定する係数である。
αは通常０から１の値をとり、０であればパスロスに応じた電力の補償は行わず、１であ
ればパスロスの影響が基地局１０１において生じないよう端末１０２の送信電力を増減さ
せることとなる。
【００６８】
　制御部５０３は、上位層処理部５０１からの制御情報に基づいて、受信部５０５、およ
び送信部５０７の制御を行う制御信号を生成する。制御部５０３は、生成した制御信号を
受信部５０５、および送信部５０７に出力して受信部５０５、および送信部５０７の制御
を行う。
【００６９】
　受信部５０５は、制御部５０３から入力された制御信号に従って、送受信アンテナ５１
１を介して端末１０２から受信した受信信号を分離、復調、復号し、復号した情報を上位
層処理部５０１に出力する。無線受信部５０５７は、送受信アンテナ５１１を介して受信
した上りリンクの信号を、中間周波数（ＩＦ；Ｉｎｔｅｒｍｅｄｉａｔｅ　Ｆｒｅｑｕｅ
ｎｃｙ）に変換し（ダウンコンバート）、不要な周波数成分を除去し、信号レベルが適切
に維持されるように増幅レベルを制御し、受信した信号の同相成分および直交成分に基づ
いて、直交復調し、直交復調されたアナログ信号をディジタル信号に変換する。無線受信
部５０５７は、変換したディジタル信号からガードインターバル（Ｇｕａｒｄ　Ｉｎｔｅ
ｒｖａｌ：ＧＩ）に相当する部分を除去する。無線受信部５０５７は、ガードインターバ
ルを除去した信号に対して高速フーリエ変換（Ｆａｓｔ　Ｆｏｕｒｉｅｒ　Ｔｒａｎｓｆ
ｏｒｍ；　ＦＦＴ）を行い、周波数領域の信号を抽出し多重分離部５０５５に出力する。
【００７０】
　多重分離部５０５５は、無線受信部５０５７から入力された信号をＰＵＣＣＨ、ＰＵＳ
ＣＨ、ＵＬ　ＤＭＲＳ、ＳＲＳなどの信号に、それぞれ分離する。尚、この分離は、予め
基地局１０１が決定して各端末１０２に通知した無線リソースの割当情報に基づいて行わ
れる。また、多重分離部５０５５は、チャネル測定部５０９から入力された伝搬路の推定
値から、ＰＵＣＣＨとＰＵＳＣＨの伝搬路の補償を行なう。また、多重分離部５０５５は
、分離したＵＬ　ＤＭＲＳおよびＳＲＳをチャネル測定部５０９に出力する。
【００７１】
　復調部５０５３は、ＰＵＳＣＨを逆離散フーリエ変換（Ｉｎｖｅｒｓｅ　Ｄｉｓｃｒｅ
ｔｅ　Ｆｏｕｒｉｅｒ　Ｔｒａｎｓｆｏｒｍ；　ＩＤＦＴ）し、変調シンボルを取得し、
ＰＵＣＣＨとＰＵＳＣＨの変調シンボルそれぞれに対して、２位相偏移変調（Ｂｉｎａｒ
ｙ　Ｐｈａｓｅ　Ｓｈｉｆｔ　Ｋｅｙｉｎｇ；　ＢＰＳＫ）、４相位相偏移変調（Ｑｕａ
ｄｒａｔｕｒｅ　Ｐｈａｓｅ　Ｓｈｉｆｔ　Ｋｅｙｉｎｇ；　ＱＰＳＫ）、１６値直交振
幅変調（１６Ｑｕａｄｒａｔｕｒｅ　Ａｍｐｌｉｔｕｄｅ　Ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ；　１
６ＱＡＭ）、６４値直交振幅変調（６４Ｑｕａｄｒａｔｕｒｅ　Ａｍｐｌｉｔｕｄｅ　Ｍ
ｏｄｕｌａｔｉｏｎ；６４ＱＡＭ）等の予め定められた、または基地局１０１が端末１０
２各々に下りリンク制御情報で予め通知した変調方式を用いて受信信号の復調を行なう。
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【００７２】
　復号化部５０５１は、復調したＰＵＣＣＨとＰＵＳＣＨの符号化ビットを、予め定めら
れた符号化方式の、予め定められた、又は基地局１０１が端末１０２に上りリンクグラン
ト（UL grant）で予め通知した符号化率で復号を行ない、復号したデータ情報と、上りリ
ンク制御情報を上位層処理部５０１へ出力する。
【００７３】
　チャネル測定部５０９は、多重分離部５０５５から入力された上りリンク復調参照信号
ＵＬ　ＤＭＲＳとＳＲＳから伝搬路の推定値、チャネルの品質などを測定し、多重分離部
５０５５および上位層処理部５０１に出力する。
【００７４】
　送信部５０７は、制御部５０３から入力された制御信号に従って、下りリンクの参照信
号（下りリンク参照信号）を生成し、上位層処理部５０１から入力されたデータ情報、下
りリンク制御情報を符号化、および変調し、ＰＤＣＣＨ、ＰＤＳＣＨ、および下りリンク
参照信号を多重して、送受信アンテナ５１１を介して端末１０２に信号を送信する。
【００７５】
　符号化部５０７１は、上位層処理部５０１から入力された下りリンク制御情報、および
データ情報を、ターボ符号化、畳込み符号化、ブロック符号化等の符号化を行う。変調部
５０７３は、符号化ビットをＱＰＳＫ、１６ＱＡＭ、６４ＱＡＭ等の変調方式で変調する
。下りリンク参照信号生成部５０７９は、基地局１０１を識別するためのセル識別子（Ｃ
ｅｌｌ　ＩＤ）などを基に予め定められた規則で求まる、端末１０２が既知の系列を下り
リンク参照信号として生成する。多重部５０７５は、変調した各チャネルと生成した下り
リンク参照信号を多重する。
【００７６】
　無線送信部５０７７は、多重した変調シンボルを逆高速フーリエ変換（Ｉｎｖｅｒｓｅ
　Ｆａｓｔ　Ｆｏｕｒｉｅｒ　Ｔｒａｎｓｆｏｒｍ；　ＩＦＦＴ）して、ＯＦＤＭ方式の
変調を行い、ＯＦＤＭ変調されたＯＦＤＭシンボルにガードインターバルを付加し、ベー
スバンドのディジタル信号を生成し、ベースバンドのディジタル信号をアナログ信号に変
換し、アナログ信号から中間周波数の同相成分および直交成分を生成し、中間周波数帯域
に対する余分な周波数成分を除去し、中間周波数の信号を高周波数の信号に変換（アップ
コンバート）し、余分な周波数成分を除去し、電力増幅し、送受信アンテナ５１１に出力
して送信する。なお、ここでは図示しないがＲＲＨ１０３も基地局１０１同様の構成であ
ると考える。
【００７７】
　図６は、本実施形態に係る端末１０２の構成を示す概略ブロック図である。図示するよ
うに、端末１０２は、上位層処理部６０１、制御部６０３、受信部６０５、送信部６０７
、チャネル測定部６０９、および、送受信アンテナ６１１、を含んで構成される。また、
上位層処理部６０１は、無線リソース制御部６０１１、ＳＲＳ制御部６０１３と送信電力
制御部６０１５を含んで構成される。また、受信部６０５は、復号化部６０５１、復調部
６０５３、多重分離部６０５５と無線受信部６０５７を含んで構成される。また、送信部
６０７は、符号化部６０７１、変調部６０７３、多重部６０７５と無線送信部６０７７を
含んで構成される。
【００７８】
　上位層処理部６０１は、ユーザの操作等により生成された上りリンクのデータ情報を、
送信部に出力する。また、上位層処理部６０１は、パケットデータ統合プロトコル層、無
線リンク制御層、無線リソース制御層の処理を行う。
【００７９】
　上位層処理部６０１が備える無線リソース制御部６０１１は、自装置の各種設定情報の
管理を行なう。また、無線リソース制御部６０１１は、上りリンクの各チャネルに配置す
る情報を生成し、送信部６０７に出力する。無線リソース制御部６０１１は、基地局１０
１からＰＤＣＣＨで通知された下りリンク制御情報、およびＰＤＳＣＨで通知された無線
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リソース制御情報で設定された無線リソース制御部６０１１が管理する自装置の各種設定
情報に基づき、受信部６０５、および送信部６０７の制御を行うために制御情報を生成し
、制御部６０３に出力する。
【００８０】
　上位層処理部６０１が備えるＳＲＳ制御部６０１３は、基地局１０１が報知しているＳ
ＲＳを送信するための無線リソースを予約するサブフレームであるサウンディングサブフ
レーム（ＳＲＳサブフレーム、ＳＲＳ送信サブフレーム）、およびサウンディングサブフ
レーム内でＳＲＳを送信するために予約する無線リソースの帯域幅を示す情報、および、
基地局１０１が自装置に通知したピリオディックＳＲＳを送信するサブフレームと、周波
数帯域と、ピリオディックＳＲＳのＣＡＺＡＣ系列に用いるサイクリックシフトの量とを
示す情報、および、基地局１０１が自装置に通知したアピリオディックＳＲＳを送信する
周波数帯域と、アピリオディックＳＲＳのＣＡＺＡＣ系列に用いるサイクリックシフトの
量とを示す情報を受信部６０５から取得する。
【００８１】
　ＳＲＳ制御部６０１３は、前記情報に従ってＳＲＳ送信の制御を行なう。具体的には、
ＳＲＳ制御部６０１３は、前記ピリオディックＳＲＳに関する情報に従ってピリオディッ
クＳＲＳを１回または周期的に送信するよう送信部６０７を制御する。また、ＳＲＳ制御
部６０１３は、受信部６０５から入力されたＳＲＳインディケータ（ＳＲＳリクエスト）
においてアピリオディックＳＲＳの送信を要求された場合、前記アピリオディックＳＲＳ
に関する情報に従ってアピリオディックＳＲＳを予め定められた回数（例えば、１回）だ
け送信する。
【００８２】
　上位層処理部６０１が備える送信電力制御部６０１５は、ＰＵＣＣＨ、ＰＵＳＣＨ、ピ
リオディックＳＲＳ、およびアピリオディックＳＲＳの送信電力の設定を示す情報を基に
、送信電力の制御を行うよう、制御部６０３に制御情報を出力する。具体的には、送信電
力制御部６０１５は、受信部６０５から取得したＰ０＿ＰＵＳＣＨ、α、ピリオディック
ＳＲＳ用のＰＳＲＳ＿ＯＦＦＳＥＴ（０）（第１パラメータ（pSRS-Offset））、アピリ
オディックＳＲＳ用のＰＳＲＳ＿ＯＦＦＳＥＴ（１）（第２パラメータ（pSRS-OffsetAp-
r10））、およびＴＰＣコマンドを基に、数式（４）からピリオディックＳＲＳの送信電
力とアピリオディックＳＲＳの送信電力各々を制御する。尚、送信電力制御部６０１５は
、ＰＳＲＳ＿ＯＦＦＳＥＴに対してピリオディックＳＲＳかアピリオディックＳＲＳかに
応じてパラメータを切り替える。
【００８３】
　制御部６０３は、上位層処理部６０１からの制御情報に基づいて、受信部６０５、およ
び送信部６０７の制御を行う制御信号を生成する。制御部６０３は、生成した制御信号を
受信部６０５、および送信部６０７に出力して受信部６０５、および送信部６０７の制御
を行う。
【００８４】
　受信部６０５は、制御部６０３から入力された制御信号に従って、送受信アンテナ６１
１を介して基地局１０１から受信した受信信号を、分離、復調、復号し、復号した情報を
上位層処理部６０１に出力する。
【００８５】
　無線受信部６０５７は、各受信アンテナを介して受信した下りリンクの信号を、中間周
波数に変換し（ダウンコンバート）、不要な周波数成分を除去し、信号レベルが適切に維
持されるように増幅レベルを制御し、受信した信号の同相成分および直交成分に基づいて
、直交復調し、直交復調されたアナログ信号をディジタル信号に変換する。無線受信部６
０５７は、変換したディジタル信号からガードインターバルに相当する部分を除去し、ガ
ードインターバルを除去した信号に対して高速フーリエ変換を行い、周波数領域の信号を
抽出する。
【００８６】
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　多重分離部６０５５は、抽出した信号を物理下りリンク制御チャネルＰＤＣＣＨ（Ｐｈ
ｙｓｉｃａｌ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ）、ＰＤＳＣＨ、お
よび下りリンク参照信号ＤＲＳ（Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ
）に、それぞれ分離する。尚、この分離は、下りリンク制御情報で通知された無線リソー
スの割り当て情報などに基づいて行われる。また、多重分離部６０５５は、チャネル測定
部６０９から入力された伝搬路の推定値から、ＰＤＣＣＨとＰＤＳＣＨの伝搬路の補償を
行なう。また、多重分離部６０５５は、分離した下りリンク参照信号をチャネル測定部６
０９に出力する。
【００８７】
　復調部６０５３は、ＰＤＣＣＨに対して、ＱＰＳＫ変調方式の復調を行ない、復号化部
６０５１へ出力する。復号化部６０５１は、ＰＤＣＣＨの復号を試み、復号に成功した場
合、復号した下りリンク制御情報を上位層処理部６０１に出力する。復調部６０５３は、
ＰＤＳＣＨに対して、ＱＰＳＫ、１６ＱＡＭ、６４ＱＡＭ等の下りリンク制御情報で通知
された変調方式の復調を行ない、復号化部６０５１へ出力する。復号化部６０５１は、下
りリンク制御情報で通知された符号化率に対する復号を行い、復号したデータ情報を上位
層処理部６０１へ出力する。
【００８８】
　チャネル測定部６０９は、多重分離部６０５５から入力された下りリンク参照信号から
下りリンクのパスロスを測定し、測定したパスロスを上位層処理部６０１へ出力する。ま
た、チャネル測定部６０９は、下りリンク参照信号から下りリンクの伝搬路の推定値を算
出し、多重分離部６０５５へ出力する。
【００８９】
　送信部６０７は、制御部６０３から入力された制御信号に従って、ＵＬ　ＤＭＲＳおよ
び／またはＳＲＳを生成し、上位層処理部６０１から入力されたデータ情報を符号化およ
び変調し、ＰＵＣＣＨ、ＰＵＳＣＨ、および生成したＵＬ　ＤＭＲＳおよび／またはＳＲ
Ｓを多重し、ＰＵＣＣＨ、ＰＵＳＣＨ、ＵＬ　ＤＭＲＳ、およびＳＲＳの送信電力を調整
し、送受信アンテナ６１１を介して基地局１０１に送信する。
【００９０】
　符号化部６０７１は、上位層処理部６０１から入力された上りリンク制御情報、および
データ情報を、ターボ符号化、畳込み符号化、ブロック符号化等の符号化を行う。変調部
６０７３は、符号化部６０７１から入力された符号化ビットをＢＰＳＫ、ＱＰＳＫ、１６
ＱＡＭ、６４ＱＡＭ等の変調方式で変調する。
【００９１】
　上りリンク参照信号生成部６０７９は、基地局１０１を識別するためのセル識別子、Ｕ
Ｌ　ＤＭＲＳおよびＳＲＳを配置する帯域幅などを基に予め定められた規則で求まる、基
地局１０１が既知のＣＡＺＡＣ系列を生成する。また、上りリンク参照信号生成部６０７
９は、制御部６０３から入力された制御信号に従って、生成したＵＬ　ＤＭＲＳおよびＳ
ＲＳのＣＡＺＡＣ系列にサイクリックシフトを与える。
【００９２】
　多重部６０７５は、制御部６０３から入力された制御信号に従って、ＰＵＳＣＨの変調
シンボルを並列に並び替えてから離散フーリエ変換（Ｄｉｓｃｒｅｔｅ　Ｆｏｕｒｉｅｒ
　Ｔｒａｎｓｆｏｒｍ；　ＤＦＴ）し、ＰＵＣＣＨとＰＵＳＣＨの信号と生成したＵＬ　
ＤＭＲＳおよびＳＲＳを多重する。
【００９３】
　無線送信部６０７７は、多重した信号を逆高速フーリエ変換して、ＳＣ－ＦＤＭＡ方式
の変調を行い、ＳＣ－ＦＤＭＡ変調されたＳＣ－ＦＤＭＡシンボルにガードインターバル
を付加し、ベースバンドのディジタル信号を生成し、ベースバンドのディジタル信号をア
ナログ信号に変換し、アナログ信号から中間周波数の同相成分および直交成分を生成し、
中間周波数帯域に対する余分な周波数成分を除去し、中間周波数の信号を高周波数の信号
に変換（アップコンバート）し、余分な周波数成分を除去し、電力増幅し、送受信アンテ
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ナ６１１に出力して送信する。
【００９４】
　図７は、基地局１０１がマッピングするチャネルの一例を示す図である。図７は、１２
のリソースブロックペアで構成される周波数帯域をシステム帯域幅とする場合を示す。第
１の制御チャネルであるＰＤＣＣＨは、サブフレームにおける先頭の１～３のＯＦＤＭシ
ンボルに配置される。第１の制御チャネルの周波数方向は、システム帯域幅に渡って配置
される。また、共用チャネルは、サブフレームにおいて、第１の制御チャネル以外のＯＦ
ＤＭシンボルに配置される。
【００９５】
　ここで、ＰＤＣＣＨの構成の詳細について説明する。ＰＤＣＣＨは、複数の制御チャネ
ルエレメント（ＣＣＥ：Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｅｌｅｍｅｎｔ）により構成
される。各下りリンクコンポーネントキャリアで用いられるＣＣＥの数は、下りリンクコ
ンポーネントキャリア帯域幅と、ＰＤＣＣＨを構成するＯＦＤＭシンボル数と、通信に用
いる基地局１０１の送信アンテナの数に応じた下りリンク参照信号の送信ポート数に依存
する。ＣＣＥは、複数の下りリンクリソースエレメント（１つのＯＦＤＭシンボルおよび
１本のサブキャリアで規定されるリソース）により構成される。
【００９６】
　基地局１０１と端末１０２との間で用いられるＣＣＥには、ＣＣＥを識別するための番
号が付与されている。ＣＣＥの番号付けは、予め決められた規則に基づいて行なわれる。
ここで、ＣＣＥ＿ｔは、ＣＣＥ番号ｔのＣＣＥを示す。ＰＤＣＣＨは、複数のＣＣＥから
なる集合（CCE Aggregation）により構成される。この集合を構成するＣＣＥの数を、「
ＣＣＥ集合レベル」（CCE aggregation level）と称す。ＰＤＣＣＨを構成するＣＣＥ集
合レベルは、ＰＤＣＣＨに設定される符号化率、ＰＤＣＣＨに含められるＤＣＩのビット
数に応じて基地局１０１において設定される。なお、端末１０２に対して用いられる可能
性のあるＣＣＥ集合レベルの組み合わせは予め決められている。また、ｎ個のＣＣＥから
なる集合を、「ＣＣＥ集合レベルｎ」という。
【００９７】
　１個のリソースエレメントグループ（ＲＥＧ；Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｅｌｅｍｅｎｔ　Ｇ
ｒｏｕｐ）は周波数領域の隣接する４個の下りリンクリソースエレメントにより構成され
る。さらに、１個のＣＣＥは、周波数領域及び時間領域に分散した９個の異なるリソース
エレメントグループにより構成される。具体的には、下りリンクコンポーネントキャリア
全体に対して、番号付けされた全てのリソースエレメントグループに対してブロックイン
タリーバを用いてリソースエレメントグループ単位でインタリーブが行なわれ、インタリ
ーブ後の番号の連続する９個のリソースエレメントグループにより１個のＣＣＥが構成さ
れる。
【００９８】
　各端末１０２には、ＰＤＣＣＨを検索する領域ＳＳ（Search space）が設定される。Ｓ
Ｓは、複数のＣＣＥから構成される。最も小さいＣＣＥから番号の連続する複数のＣＣＥ
からＳＳは構成され、番号の連続する複数のＣＣＥの数は予め決められている。各ＣＣＥ
集合レベルのＳＳは、複数のＰＤＣＣＨの候補の集合体により構成される。ＳＳは、最も
小さいＣＣＥから番号がセル内で共通であるＣＳＳ（Ｃｅｌｌ－ｓｐｅｃｉｆｉｃ　ＳＳ
）と、最も小さいＣＣＥから番号が端末固有であるＵＳＳ（ＵＥ－ｓｐｅｃｉｆｉｃ　Ｓ
Ｓ）とに分類される。ＣＳＳには、システム情報あるいはページングに関する情報など、
複数の端末１０２が読む制御情報が割り当てられたＰＤＣＣＨ、あるいは下位の送信方式
へのフォールバックやランダムアクセスの指示を示す下りリンク／上りリンクグラントが
割り当てられたＰＤＣＣＨが配置されることができる。
【００９９】
　基地局１０１は、端末１０２において設定されるＳＳ内の１個以上のＣＣＥを用いてＰ
ＤＣＣＨを送信する。端末１０２は、ＳＳ内の１個以上のＣＣＥを用いて受信信号の復号
を行ない、自身宛てのＰＤＣＣＨを検出するための処理を行なう（ブラインドデコーディ
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ングと呼称する）。端末１０２は、ＣＣＥ集合レベル毎に異なるＳＳを設定する。その後
、端末１０２は、ＣＣＥ集合レベル毎に異なるＳＳ内の予め決められた組み合わせのＣＣ
Ｅを用いてブラインドデコーディングを行なう。言い換えると、端末１０２は、ＣＣＥ集
合レベル毎に異なるＳＳ内の各ＰＤＣＣＨの候補に対してブラインドデコーディングを行
なう。端末１０２におけるこの一連の処理をＰＤＣＣＨのモニタリングという。
【０１００】
　第２の制御チャネル（Ｘ－ＰＤＣＣＨ、ＰＤＣＣＨ　ｏｎ　ＰＤＳＣＨ、Ｅｘｔｅｎｄ
ｅｄ　ＰＤＣＣＨ、Ｅｎｈａｎｃｅｄ　ＰＤＣＣＨ、Ｅ－ＰＤＣＣＨ）は、第１の制御チ
ャネル以外のOFDMシンボルに配置される。第２の制御チャネルと共用チャネルは、異なる
リソースブロックに配置される。また、第２の制御チャネルと共用チャネルが配置されう
るリソースブロックは、端末１０２毎に設定される。また、第２の制御チャネル領域が配
置され得るリソースブロックには、自装置宛または他端末宛の共用チャネル（データチャ
ネル）が設定され得る。また、第２の制御チャネルが配置されるＯＦＤＭシンボルのスタ
ート位置は、共用チャネルと同様の方法を用いることができる。すなわち、基地局１０１
は、第１の制御チャネルの一部のリソースをＰＣＦＩＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｃｏｎｔ
ｒｏｌ　ｆｏｒｍａｔ　ｉｎｄｉｃａｔｏｒ　ｃｈａｎｎｅｌ）として設定し、第１の制
御チャネルのＯＦＤＭシンボル数を示す情報をマッピングすることで実現できる。
【０１０１】
　また、第２の制御チャネルが配置されるＯＦＤＭシンボルのスタート位置は、予め規定
しておき、例えば、サブフレームにおける先頭の４番目のＯＦＤＭシンボルとすることが
できる。そのとき、第１の制御チャネルのＯＦＤＭシンボルの数が２以下である場合、第
２の制御チャネルが配置されるリソースブロックペアにおける２～３番目のＯＦＤＭシン
ボルは、信号をマッピングせずにヌルとする。なお、ヌルとして設定されたリソースは、
他の制御信号やデータ信号をさらにマッピングされることができる。また、第２の制御チ
ャネルを構成するＯＦＤＭシンボルのスタート位置は、上位層の制御情報を通じて設定さ
れることができる。また、図７に示すサブフレームは時間多重され、第２の制御チャネル
はサブフレーム毎に設定できる。
【０１０２】
　Ｘ－ＰＤＣＣＨを検索するためのＳＳとして、ＰＤＣＣＨと同様に複数のＣＣＥからＳ
Ｓを構成することができる。すなわち、図７に示した第２の制御チャネルの領域として設
定された領域内の複数リソースエレメントからリソースエレメントグループを構成し、さ
らに複数のリソースエレメントからＣＣＥを構成する。これにより、上記のＰＤＣＣＨの
場合と同様にＸ－ＰＤＣＣＨを検索（モニタリング）するためのＳＳを構成することがで
きる。
【０１０３】
　あるいは、Ｘ－ＰＤＣＣＨを検索するためのＳＳとして、ＰＤＣＣＨとは異なり、１つ
以上のリソースブロックからＳＳを構成することができる。すなわち、図７に示した第２
の制御チャネルの領域として設定された領域内のリソースブロックを単位とし、１つ以上
のリソースブロックからなる集合（ＲＢ Aggregation）によりＸ－ＰＤＣＣＨを検索する
ためのＳＳが構成される。この集合を構成するＲＢの数を、「ＲＢ集合レベル」（ＲＢ a
ggregation level）と称す。最も小さいＲＢから番号の連続する複数のＲＢからＳＳは構
成され、番号の連続する１つ以上のＲＢの数は予め決められている。各ＲＢ集合レベルの
ＳＳは、複数のＸ－ＰＤＣＣＨの候補の集合体により構成される。
【０１０４】
　基地局１０１は、端末１０２において設定されるＳＳ内の１個以上のＲＢを用いてＸ－
ＰＤＣＣＨを送信する。端末１０２は、ＳＳ内の１個以上のＲＢを用いて受信信号の復号
を行ない、自身宛てのＸ－ＰＤＣＣＨを検出するための処理を行なう（ブラインドデコー
ディングする）。端末１０２は、ＲＢ集合レベル毎に異なるＳＳを設定する。その後、端
末１０２は、ＲＢ集合レベル毎に異なるＳＳ内の予め決められた組み合わせのＲＢを用い
てブラインドデコーディングを行なう。言い換えると、端末１０２は、ＲＢ集合レベル毎
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に異なるＳＳ内の各Ｘ－ＰＤＣＣＨの候補に対してブラインドデコーディングを行なう（
Ｘ－ＰＤＣＣＨをモニタリングする）。
【０１０５】
　基地局１０１が端末１０２に対して第２の制御チャネルを通じて制御信号を通知する場
合、基地局１０１は端末１０２に対して第２の制御チャネルのモニタリングを設定し、第
２の制御チャネルに端末１０２に対する制御信号をマッピングする。また、基地局１０１
が端末１０２に対して第１の制御チャネルを通じて制御信号を通知する場合、基地局１０
１は端末１０２に対して第２の制御チャネルのモニタリングを設定せずに、第１の制御チ
ャネルに端末１０２に対する制御信号をマッピングする。
【０１０６】
　一方、端末１０２は、基地局１０１によって第２の制御チャネルのモニタリングが設定
された場合、第２の制御チャネルに対して、端末１０２宛の制御信号をブラインドデコー
ディングする。また、端末１０２は、基地局１０１によって第２の制御チャネルのモニタ
リングが設定されない場合、第２の制御チャネルに対して、端末１０２宛の制御信号をブ
ラインドデコーディングしない。
【０１０７】
　以下では、第２の制御チャネルにマッピングされる制御信号について説明する。第２の
制御チャネルにマッピングされる制御信号は、１つの端末１０２に対する制御情報毎に処
理され、データ信号と同様に、スクランブル処理、変調処理、レイヤーマッピング処理、
プレコーディング処理等が行われる。また、第２の制御チャネルにマッピングされる制御
信号は、端末固有参照信号と共に、端末１０２に固有のプレコーディング処理が行われる
。そのとき、プレコーディング処理は、端末１０２に好適なプレコーディング重みにより
行われることが好ましい。例えば、同一のリソースブロック内の第２の制御チャネルの信
号と端末固有参照信号とに共通のプレコーディング処理が行われる。
【０１０８】
　また、第２の制御チャネルにマッピングされる制御信号は、サブフレームにおける前方
のスロット（第１のスロット）と後方のスロット（第２のスロット）でそれぞれ異なる制
御情報を含めてマッピングされることができる。例えば、サブフレームにおける前方のス
ロットには、基地局１０１が端末１０２に対して送信するデータ信号の下りリンク共用チ
ャネルにおける割り当て情報（下りリンク割り当て情報）を含む制御信号がマッピングさ
れる。また、サブフレームにおける後方のスロットには、端末１０２が基地局１０１に対
して送信するデータ信号の上りリンク共用チャネルにおける割り当て情報（上りリンク割
り当て情報）を含む制御信号がマッピングされる。なお、サブフレームにおける前方のス
ロットには、基地局１０１が端末１０２に対する上りリンク割り当て情報を含む制御信号
がマッピングされ、サブフレームにおける後方のスロットには、端末１０２が基地局１０
１に対する下りリンク割り当て情報を含む制御信号がマッピングされてもよい。
【０１０９】
　また、第２の制御チャネルにおける前方および／または後方のスロットには、端末１０
２または他の端末１０２に対するデータ信号がマッピングされてもよい。また、第２の制
御チャネルにおける前方および／または後方のスロットには、端末１０２または第２の制
御チャネルが設定された端末（端末１０２を含む）に対する制御信号がマッピングされて
もよい。
【０１１０】
　また、第２の制御チャネルにマッピングされる制御信号には、基地局１０１によって、
端末固有参照信号が多重される。端末１０２は、第２の制御チャネルにマッピングされる
制御信号を、多重される端末固有参照信号によって復調処理を行う。また、アンテナポー
ト７～１４の一部または全部の端末固有参照信号が用いられる。そのとき、第２の制御チ
ャネルにマッピングされる制御信号は、複数のアンテナポートを用いてＭＩＭＯ送信され
ることができる。
【０１１１】
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　例えば、第２の制御チャネルにおける端末固有参照信号は、予め規定されたアンテナポ
ートおよびスクランブル符号を用いて送信される。具体的には、第２の制御チャネルにお
ける端末固有参照信号は、予め規定されたアンテナポート７およびスクランブルＩＤを用
いて生成される。
【０１１２】
　また、例えば、第２の制御チャネルにおける端末固有参照信号は、ＲＲＣシグナリング
またはＰＤＣＣＨシグナリングを通じて通知されるアンテナポートおよびスクランブルＩ
Ｄを用いて生成される。具体的には、第２の制御チャネルにおける端末固有参照信号に用
いられるアンテナポートとして、ＲＲＣシグナリングまたはＰＤＣＣＨシグナリングを通
じて、アンテナポート７またはアンテナポート８のいずれかが通知される。第２の制御チ
ャネルにおける端末固有参照信号に用いられるスクランブルＩＤとして、ＲＲＣシグナリ
ングまたはＰＤＣＣＨシグナリングを通じて、０～３のいずれかの値が通知される。
【０１１３】
　第１の実施形態では、基地局１０１は、端末１０２毎に第２の測定対象設定を設定する
。また、端末１０２は、第１の測定対象設定を保持し、第１の測定対象設定により指定さ
れた測定対象となるセル固有参照信号の受信電力と、第２の測定対象設定により指定され
た測定対象となる伝送路状況測定用参照信号の受信電力と、を基地局１０１に報告する。
【０１１４】
　以上本願の実施形態を用いることにより以下の効果を得ることができる。図２に示した
セル固有参照信号が下りリンク１０５を用いて基地局１０１からのみ送信され、また図４
　ステップ４０３において設定された第２の測定対象設定および第２の報告設定において
設定された測定対象が図３に示した伝送路状況測定用参照信号であり、この測定対象では
下りリンク１０７を用いてＲＲＨ１０３からのみ参照信号が送信されたと仮定する。この
場合には図４　ステップ４０５におけるあらかじめ定められた第１の測定対象設定により
指定された測定対象であるセル固有参照信号および基地局１０１により設定可能な第２の
測定対象設定により指定された測定対象であるＲＲＨ１０３からのみ送信された伝送路状
況測定用参照信号の受信信号電力を測定することにより、基地局１０１と端末１０２間の
下りリンクパスロスであるパスロス１およびＲＲＨ１０３と端末１０２間の下りリンクパ
スロスであるパスロス２を計算することができる。つまり、２種類の上りリンク送信電力
が設定できる一方で、上りリンク協調通信時には基地局１０１またはＲＲＨ１０３の一方
（例えばパスロスの小さな、つまり基地局１０１およびＲＲＨ１０３の近い方）に向けて
上りリンク送信電力を設定することも可能である。本願の実施形態では、基地局１０１に
おいて、前述する第１の測定対象であるセル固有参照信号および第２の測定対象であるＲ
ＲＨ１０３からのみ送信された伝送路状況測定用参照信号の受信信号電力が報告されてい
るため、上りリンク協調通信時において、基地局１０１は端末１０２からの上りリンク信
号が上りリンク１０６を用いて基地局１０１で受信されるべきか、端末１０２からの上り
リンク信号が上りリンク１０８を用いてＲＲＨ１０３で受信されるべきかが判断（判定）
可能となる。これに基づいて基地局１０１は図３における上りリンク電力制御に関するパ
ラメータの設定を行い、前述するパスロス１とパスロス２のいずれを用いるかを設定でき
る。
【０１１５】
　また別の例では、図２に示したセル固有参照信号が下りリンク１０５および下りリンク
１０６を用いて基地局１０１およびＲＲＨ１０３から送信され、また図４ステップ４０３
において設定された第２の測定対象設定および第２の報告設定において測定対象が２つ設
定され、設定された測定対象の双方が図３に示した伝送路状況測定用参照信号であり、こ
の測定対象の一方では下りリンク１０５を用いて基地局１０１からのみ参照信号が送信さ
れ、他方では下りリンク１０７を用いてＲＲＨ１０３からのみ参照信号が送信されたと仮
定する。この場合には図４　ステップ４０５におけるあらかじめ定められた第１の測定対
象設定により指定された第１の測定対象であるセル固有参照信号および基地局１０１によ
り設定可能な第２の測定対象設定により指定された測定対象である第２の測定対象の１つ
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である基地局１０１からのみ送信された伝送路状況測定用参照信号の受信信号電力および
第２の測定対象の１つであるＲＲＨ１０３からのみ送信された伝送路状況測定用参照信号
の受信信号電力を測定することにより、基地局１０１と端末１０２間およびＲＲＨ１０３
と端末１０２間の下りリンクパスロスの合成値であるパスロス１および、基地局１０１と
端末１０２間およびＲＲＨ１０３と端末１０２間の下りリンクパスロス値を含むパスロス
２を計算することができる。つまり、端末１０２において、２種類の上りリンク送信電力
が設定できる一方で、上りリンク協調通信時には基地局１０１またはＲＲＨ１０３の一方
（例えば、パスロスの小さな、つまり基地局１０１およびＲＲＨ１０３の近い方）に向け
て上りリンク送信電力を設定することも可能である。本願の実施形態では、基地局１０１
において、前述する第１の測定対象であるセル固有参照信号および第２の測定対象である
基地局１０１からのみ送信された伝送路状況測定用参照信号の受信信号電力およびもう１
つの第２の測定対象であるＲＲＨ１０３からのみ送信された伝送路状況測定用参照信号の
受信信号電力が報告されているため、上りリンク協調通信時において、基地局１０１は端
末１０２からの上りリンク信号が上りリンク１０６を用いて基地局１０１で受信されるべ
きか、端末１０２からの上りリンク信号が上りリンク１０８を用いてＲＲＨ１０３で受信
されるべきかが判断可能となる。これに基づいて基地局１０１は図３における上りリンク
電力制御に関するパラメータの設定を行い、前述するパスロス１と２つのパスロス２の３
つのうちいずれを用いるかを設定できる。また、本願の実施形態では、端末１０２は、基
地局１０１と端末１０２間およびＲＲＨ１０３と端末１０２間の下りリンクパスロスの合
成値であるパスロス１を用いて上りリンク送信電力を計算することによって上りリンク協
調通信に適した送信電力制御を行うことができる。また、端末１０２は、基地局１０１と
端末１０２間の第２の測定対象に基づくパスロス２を用いて上りリンク送信電力を計算す
ることによって基地局１０１と端末１０２間の通信に適した送信電力制御を行うことがで
きる。また、端末１０２は、ＲＲＨ１０３と端末１０２間の第２の測定対象に基づくパス
ロス２を用いて上りリンク送信電力を計算することによってＲＲＨ１０３と端末１０２間
に適した送信電力制御を行うことができる。このようにあらかじめ定められた第１の測定
設定および基地局１０１により設定可能な第２の測定対象設定の双方を用いることにより
、基地局１０１およびＲＲＨ１０３からの参照信号の設定（例えば基地局１０１のみから
セル固有参照信号される場合や、基地局１０１およびＲＲＨ１０３の双方からセル固有参
照信号される場合）に関わらず適切な上りリンク電力制御が可能となる。また本実施形態
では第１の測定対象設定で指定されたセル固有参照信号の受信信号電力や第２の測定対象
設定で指定された伝送路状況測定用参照信号の受信信号電力を報告することにより、基地
局１０１が基地局１０１、ＲＲＨ１０３および端末１０２の位置関係（つまり期待される
受信電力やパスロス）を把握する助けとなり、下りリンク協調通信時においても利点が見
いだせる。例えば下りリンク１０５および１０６を用いた場合、端末１０２が受信する信
号が、基地局１０１、ＲＲＨ１０３、もしくは基地局１０１とＲＲＨ１０３双方のいずれ
かから適切に選択され送信されれば、不要な信号送信を抑えることによりシステム全体の
スループットの向上が見込める。
【０１１６】
　（第２の実施形態）
　以下、本発明の第２の実施形態について説明する。本実施形態では伝送路状況測定用参
照信号のパラメータ設定および図４　ステップ４０３における第２の測定対象設定、第２
の報告設定および第３の測定対象設定、第３の報告設定，図４　ステップ４０７における
第１の測定レポートおよび第２の測定レポートに関するパラメータの詳細について説明す
る。また、ここでは、ＣＳＩフィードバックを算出するための第１の参照信号設定と、デ
ータ復調時にデータの復調から除外するリソースエレメントを指定する第２の参照信号設
定と、受信信号電力を算出するための測定対象を設定する第３の参照信号設定との詳細に
ついても説明する。
【０１１７】
　図８では伝送路状況測定用参照信号の詳細として、第１の参照信号設定および第２の参
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照信号設定に関するパラメータの詳細について示している。ＣＳＩ－ＲＳ設定－ｒ１０（
ＣＳＩ－ＲＳ－Ｃｏｎｆｉｇ－ｒ１０）にはＣＳＩ－ＲＳ設定、すなわち第１の参照信号
設定（ｃｓｉ－ＲＳ－ｒ１０）およびゼロ送信電力ＣＳＩ-ＲＳ設定、すなわち第２の参
照信号設定（ｚｅｒｏＴｘＰｏｗｅｒＣＳＩ－ＲＳ－ｒ１０）が含まれ得る。ＣＳＩ－Ｒ
Ｓ設定にはアンテナポート（ａｎｔｅｎｎａＰｏｒｔｓＣｏｕｎｔ－ｒ１０）、リソース
設定（ｒｅｓｏｕｒｃｅＣｏｎｆｉｇ－ｒ１０）、サブフレーム設定（ｓｕｂｆｒａｍｅ
Ｃｏｎｆｉｇ－ｒ１０）、ＰＤＳＣＨ／ＣＳＩ-ＲＳ電力設定（ｐ－Ｃ－ｒ１０）が含ま
れ得る。
【０１１８】
　アンテナポート（ａｎｔｅｎｎａＰｏｒｔｓＣｏｕｎｔ－ｒ１０）はＣＳＩ－ＲＳ設定
により確保されるアンテナポート数が設定される。一例では、アンテナポート（ａｎｔｅ
ｎｎａＰｏｒｔｓＣｏｕｎｔ－ｒ１０）に１，２，４，８の値のいずれかが選択されるこ
ととなる。続いてリソース設定（ｒｅｓｏｕｒｃｅＣｏｎｆｉｇ－ｒ１０）では、アンテ
ナポート１５（ＣＳＩポート１）の先頭のリソースエレメント（図２および図３で示した
周波数（サブキャリア）および時間（ＯＦＤＭシンボル）で区切られる最小ブロック）の
位置がインデックスにより示されている。これにより、各アンテナポートに割り当てられ
た伝送路状況測定用参照信号のリソースエレメントが一意に決まる。詳細は後述する。
【０１１９】
　サブフレーム設定（ｓｕｂｆｒａｍｅＣｏｎｆｉｇ－ｒ１０）は、伝送路状況測定用参
照信号が含まれるサブフレームの位置と周期がインデックスにより示される。例えば、サ
ブフレーム設定（ｓｕｂｆｒａｍｅＣｏｎｆｉｇ－ｒ１０）のインデックスが５であれば
、１０サブフレーム毎に伝送路状況測定用参照信号が含まれ、１０サブフレームを単位と
する無線フレーム中ではサブフレーム０に伝送路状況測定用参照信号が含まれる。また、
別の例では、例えばサブフレーム設定（ｓｕｂｆｒａｍｅＣｏｎｆｉｇ－ｒ１０）のイン
デックスが１であれば、５サブフレーム毎に伝送路状況測定用参照信号が含まれ、１０サ
ブフレームを単位とする無線フレーム中ではサブフレーム１と６に伝送路状況測定用参照
信号が含まれる。以上のように、サブフレーム設定により伝送路状況測定用参照信号が含
まれるサブフレームの周期とサブフレームの位置が一意に指定されるものとする。
【０１２０】
　ＰＤＳＣＨ／ＣＳＩ-ＲＳ電力設定（ｐ－Ｃ－ｒ１０）はＰＤＳＣＨと伝送路状況測定
用参照信号（ＣＳＩ－ＲＳ）の電力比（ＥＰＲＥの比、Ｅｎｅｒｇｙ　Ｐｅｒ　Ｒｅｓｏ
ｕｒｃｅ　Ｅｌｅｍｅｎｔ）であり、－８から１５ｄＢの範囲で設定されてもよい。また
、ここでは図示していないが、基地局１０１は端末１０２に対して、セル固有参照信号送
信電力（ｒｅｆｅｒｅｎｃｅＳｉｇｎａｌＰｏｗｅｒ）、ＰＡ，ＰＢを別途、ＲＲＣ信号
を通じて通知する。ここで、ＰＡはセル固有参照信号が存在しないサブフレームにおける
ＰＤＳＣＨとセル固有参照信号との送信電力の電力比を表わし、ＰＢはセル固有参照信号
が存在するサブフレームにおけるＰＤＳＣＨとセル固有参照信号との送信電力の電力比を
表わすインデックスである。従って、ＰＤＳＣＨ／ＣＳＩ-ＲＳ電力設定（ｐ－Ｃ－ｒ１
０）、セル固有参照信号送信電力（ｒｅｆｅｒｅｎｃｅＳｉｇｎａｌＰｏｗｅｒ）、ＰＡ

を組み合わせることにより、端末１０２では伝送路状況測定用参照信号の送信電力を算出
することができる。
【０１２１】
　また、リソース設定（ｒｅｓｏｕｒｃｅＣｏｎｆｉｇ－ｒ１０）として一例を示す。リ
ソース設定（ｒｅｓｏｕｒｃｅＣｏｎｆｉｇ－ｒ１０）は、各アンテナポートに対するＣ
ＳＩ－ＲＳに割り当てられるリソースの位置がインデックスで示される。例えば、リソー
ス設定（ｒｅｓｏｕｒｃｅＣｏｎｆｉｇ－ｒ１０）のインデックス０が指定された場合に
は、アンテナポート１５（ＣＳＩポート１）の先頭のリソースエレメントがサブキャリア
番号９、サブフレーム番号５と指定される。図３に示す通りアンテナポート１５にはＣ１
が割り当てられることになるので、サブキャリア番号９、サブフレーム番号６のリソース
エレメントもアンテナポート１５（ＣＳＩポート１）の伝送路状況測定用参照信号として
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設定される。これを元に各アンテナポートのリソースエレメントも確保されることとなり
、例えば１６（ＣＳＩポート２）には同じくサブキャリア番号９、サブフレーム番号５の
リソースエレメントとサブキャリア番号９、サブフレーム番号６のリソースエレメントが
割り当てられる。同様にアンテナポート１７、１８（ＣＳＩポート３，４）にはサブキャ
リア番号３、サブフレーム番号５のリソースエレメントとサブキャリア番号３、サブフレ
ーム番号６のリソースエレメントが割り当てられる。同様にアンテナポート１９、２０（
ＣＳＩポート５，６）にはサブキャリア番号８、サブフレーム番号５のリソースエレメン
トとサブキャリア番号８、サブフレーム番号６のリソースエレメントが割り当てられる。
同様にアンテナポート２１、２２（ＣＳＩポート７，８）にはサブキャリア番号２、サブ
フレーム番号５のリソースエレメントとサブキャリア番号２、サブフレーム番号６のリソ
ースエレメントが割り当てられる。リソース設定（ｒｅｓｏｕｒｃｅＣｏｎｆｉｇ－ｒ１
０）に他のインデックスが指定された場合には、アンテナポート１５（ＣＳＩポート１）
の先頭のリソースエレメントが異なり、これに応じて各アンテナポートに割り当てられる
リソースエレメントも異なってくる。
【０１２２】
　また、ゼロ送信電力ＣＳＩ-ＲＳ設定（第２の参照信号設定）にはゼロ送信電力リソー
ス設定リスト（ｚｅｒｏＴｘＰｏｗｅｒＲｅｓｏｕｒｃｅＣｏｎｆｉｇＬｉｓｔ－ｒ１０
）、ゼロ送信電力サブフレーム（ｚｅｒｏＴｘＰｏｗｅｒＳｕｂｆｒａｍｅＣｏｎｆｉｇ
－ｒ１０）設定が含まれ得る。ゼロ送信電力リソース設定リストは、前述するリソース設
定（ｒｅｓｏｕｒｃｅＣｏｎｆｉｇ－ｒ１０）に含まれるインデックスが、ビットマップ
によりひとつまたは複数指定されている。ゼロ送信電力サブフレーム設定は、前述した通
り、伝送路状況測定用参照信号が含まれるサブフレームの位置と周期がインデックスによ
り示されている。従って、ゼロ送信電力リソース設定リストおよびゼロ送信電力サブフレ
ーム設定を適切にすることにより、端末１０２では伝送路状況測定用参照信号のリソース
としてＰＤＳＣＨ（下りリンク共用チャネル、下りリンクデータチャネル、下りリンクデ
ータ信号、Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｓｈａｒｅｄ　Ｃｈａｎｎｅｌ）の復
調時に復調処理から取り除くリソースエレメントが指定される。なお一例として、ゼロ送
信電力リソース設定リストで指定されるインデックスは、アンテナポート（ａｎｔｅｎｎ
ａＰｏｒｔｓＣｏｕｎｔ－ｒ１０）が４の場合のリソース設定（ｒｅｓｏｕｒｃｅＣｏｎ
ｆｉｇ－ｒ１０）に対応している。言い換えると、アンテナポートが４の場合にはリソー
ス設定（ｒｅｓｏｕｒｃｅＣｏｎｆｉｇ－ｒ１０）は１６種類のインデックスにより通知
されるため、ゼロ送信電力リソース設定リストは１６ビットのビットマップにより、前述
する１６種類のインデックスで示される伝送路状況測定用参照信号のリソースを通知する
。例えば、ビットマップによりインデックス０と２が通知されると、インデックス０と２
に相当するリソースエレメントが復調時に復調処理から取り除かれる。
【０１２３】
　続いて図４　ステップ４０３における第２の測定対象設定に関するパラメータの詳細に
ついて図９で説明する。図９における参照信号測定設定、すなわち第３の参照信号設定も
しくは第２の測定対象設定には参照信号測定設定―追加変更リストおよび参照信号測定設
定―削除リストが含まれ得る。参照信号測定設定―追加変更リストにはＣＳＩ－ＲＳ測定
インデックスおよびＣＳＩ－ＲＳ測定設定が含まれ得る。参照信号測定設定―削除リスト
にはＣＳＩ－ＲＳ測定インデックスが含まれ得る。ここでＣＳＩ－ＲＳ測定インデックス
とＣＳＩ－ＲＳ測定設定は組合わせて設定され、１つもしくは複数の組が参照信号測定設
定―追加変更リストに設定され、ここで設定されたＣＳＩ－ＲＳ測定設定が測定対象とな
る。ここでＣＳＩ－ＲＳ測定インデックスとは、ＣＳＩ－ＲＳ測定設定と関連付けられた
インデックスであり、第３の参照信号設定により設定された複数の測定対象を区別するた
めのインデックスとなる。本インデックスに基づき参照信号測定設定―削除リストにより
測定対象から削除されたり、後述する測定レポートにおいて測定レポートと本インデック
スで指定される測定対象の関連付けが行われたりする。また、ＣＳＩ－ＲＳ測定設定に関
しては図１１および図１２に後述する。
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【０１２４】
　別の例では図１０に示すように、参照信号測定設定―追加変更リストおよび参照信号測
定設定―削除リストにおいてＣＳＩ－ＲＳアンテナポートインデックスのみを設定するこ
とも可能である。ここでＣＳＩ－ＲＳアンテナポートインデックスとは、図３で示した伝
送路状況測定用参照信号のアンテナポート番号（アンテナポート１５から２２）に対応付
けられたインデックスである。なお、図１０の第３の参照信号設定で設定されるＣＳＩ－
ＲＳアンテナポートインデックスは図８で示した第１の参照信号設定で設定された伝送路
状況測定用参照信号の一部であってもよいし、第１の参照信号設定で設定された伝送路状
況測定用参照信号に含まれなくてもよい。第１の参照信号設定で設定された伝送路状況測
定用参照信号に含まれない場合には、第１の参照信号設定で設定された伝送路状況測定用
参照信号に仮に第３の参照信号設定で設定されるＣＳＩ－ＲＳアンテナポートインデック
スが含まれていた場合の伝送路状況測定用参照信号が第３の参照信号設定の対象となる。
【０１２５】
　続いて図９におけるＣＳＩ－ＲＳ測定設定の詳細について図１１および図１２で説明す
る。一例では、図１１に示すようにＣＳＩ-ＲＳ測定設定に測定リソース設定リスト、測
定サブフレーム設定、ＰＤＳＣＨ／ＣＳＩ-ＲＳ電力設定が含まれ得る。測定リソース設
定リスト、測定サブフレーム設定は図８記載のゼロ送信電力リソース設定リスト（ｚｅｒ
ｏＴｘＰｏｗｅｒＲｅｓｏｕｒｃｅＣｏｎｆｉｇＬｉｓｔ－ｒ１０）、ゼロ送信電力サブ
フレーム（ｚｅｒｏＴｘＰｏｗｅｒＳｕｂｆｒａｍｅＣｏｎｆｉｇ－ｒ１０）設定と同様
の設定が考えられる。また、ＰＤＳＣＨ／ＣＳＩ-ＲＳ電力設定は図８記載のＰＤＳＣＨ
／ＣＳＩ-ＲＳ電力設定（ｐ－Ｃ－ｒ１０）と同様の設定が考えられる。別の例では、図
１２に示すようにＣＳＩ-ＲＳ測定設定に測定リソース設定、測定サブフレーム設定、Ｐ
ＤＳＣＨ／ＣＳＩ-ＲＳ電力設定が含まれ得る。測定リソース設定、測定サブフレーム設
定、ＰＤＳＣＨ／ＣＳＩ-ＲＳ電力設定は図８記載のリソース設定（ｒｅｓｏｕｒｃｅＣ
ｏｎｆｉｇ－ｒ１０）、サブフレーム設定（ｓｕｂｆｒａｍｅＣｏｎｆｉｇ－ｒ１０）、
ＰＤＳＣＨ／ＣＳＩ-ＲＳ電力設定（ｐ－Ｃ－ｒ１０）と同様の設定が考えられる。また
、図１１および図１２ではＰＤＳＣＨ／ＣＳＩ-ＲＳ電力設定を想定しているが、代わり
にＣＳＩ-ＲＳ送信電力（伝送路状況測定用参照信号送信電力）が通知されても構わない
。
【０１２６】
　続いて図４　ステップ４０３における第３の測定対象設定および第３の報告設定の詳細
について図１３で説明する。一例では、ＲＲＣコネクションリコンフィグレーション（Ｒ
ＲＣＣｏｎｎｅｃｔｉｏｎＲｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ）にＲＲＣコネクションリコ
ンフィグレーション－ｒ８－ＩＥｓ（ＲＲＣＣｏｎｎｅｃｔｉｏｎＲｅｃｏｎｆｉｇｕｒ
ａｔｉｏｎ－ｒ８－ＩＥｓ）が含まれ、ＲＲＣコネクションリコンフィグレーション－ｒ
８－ＩＥｓには測定設定（ＭｅａｓＣｏｎｆｉｇ：　Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｃｏｎｆ
ｉｇ）が含まれ得る。測定設定には測定オブジェクト削除リスト（ＭｅａｓＯｂｊｅｃｔ
ＴｏＲｅｍｏｖｅＬｉｓｔ）、測定オブジェクト追加変更リスト（ＭｅａｓＯｂｊｅｃｔ
ＴｏＡｄｄＭｏｄＬｉｓｔ）、測定ＩＤ削除リスト、測定ＩＤ追加変更リスト、レポート
設定削除リスト（ＲｅｐｏｒｔＣｏｎｆｉｇＴｏＲｅｍｏｖｅＬｉｓｔ）、レポート設定
追加変更リスト（ＲｅｐｏｒｔＣｏｎｆｉｇＴｏＡｄｄＭｏｄＬｉｓｔ）が含まれ得る。
図４　ステップ４０３で示した第３の測定対象設定は、測定オブジェクト削除リスト、測
定オブジェクト追加変更リスト、測定ＩＤ削除リスト、測定ＩＤ追加変更リストを指し、
第３の報告設定は、レポート設定削除リスト、レポート設定追加変更リストを指すものと
する。また、測定ＩＤ追加変更リストには測定ＩＤ、測定オブジェクトＩＤ、レポート設
定ＩＤが含まれることもあるし、測定ＩＤ削除リストには測定ＩＤが含まれることもある
。なお、測定オブジェクトＩＤは後述する測定オブジェクトと関連付けられ、レポート設
定ＩＤは後述するレポート設定ＩＤと関連付けられている。なお、測定オブジェクト追加
変更リストには図１４に示すように、測定オブジェクトＩＤおよび測定オブジェクトが選
択可能となっている。また測定オブジェクトとしては測定オブジェクトＥＵＴＲＡ、測定
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オブジェクトＵＴＲＡ、測定オブジェクトＧＥＲＡＮ、測定オブジェクトＣＤＭＡ２００
０などから選択が可能となっている。また、例えば測定オブジェクトＥＵＴＲＡではキャ
リア周波数（中心周波数）などを基地局１０１が端末１０２に通知することで接続してい
ないセル（ＲＲＣパラメータが設定されていないセル）から送信されるセル固有参照信号
の受信信号電力を測定することが可能となる（図１５参照）。つまり、第３の測定対象設
定および第３の報告設定により、接続していないセルのセル固有参照信号の受信信号電力
が測定可能となる。また、測定オブジェクト削除リストには測定オブジェクトＩＤが含ま
れ、これを指定することにより測定オブジェクトからの削除が可能となる。前述する測定
対象設定はＲＲＣコネクションリコンフィグレーションに含まれるため、ＲＲＣコネクシ
ョンのリコンフィグレーション（ＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｒｅｃｏｎｆｉｇｕｒ
ａｔｉｏｎ）時にＲＲＣ信号を通じて設定されることとなる。なお、前述するＲＲＣコネ
クションリコンフィグレーションおよびＲＲＣコネクションリコンフィグレーションに含
まれる種々の情報要素・種々の設定は、ＲＲＣ信号（Dedicated signaling）を通じて端
末１０２毎に設定されてもよい。なお、前述する物理設定はＲＲＣメッセージを通じて端
末１０２毎に設定されてもよい。なお、前述するＲＲＣリコンフィグレーションおよびＲ
ＲＣリエスタブリッシュメントはＲＲＣメッセージを通じて端末１０２毎に設定されても
よい。
【０１２７】
　続いて図４　ステップ４０３における第２の測定対象設定および第２の報告設定の詳細
について図１６で説明する。一例では、物理設定Ｄｅｄｉｃａｔｅｄ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ
ＣｏｎｆｉｇＤｅｄｉｃａｔｅｄ）に測定設定が含まれ、測定設定には測定オブジェクト
削除リスト、測定オブジェクト追加変更リスト、測定ＩＤ削除リスト、測定ＩＤ追加変更
リスト、レポート設定削除リスト、レポート設定追加変更リストが含まれ得る。図４　ス
テップ４０３で示した第２の測定対象設定は、測定オブジェクト削除リスト、測定オブジ
ェクト追加変更リストを指し、さらに測定ＩＤ削除リスト、測定ＩＤ追加変更リストを含
んでもよい。第２の報告設定は、レポート設定削除リスト、レポート設定追加変更リスト
を指すものとする。また、ここで示した測定オブジェクト削除リスト、測定オブジェクト
追加変更リストは、図９もしくは図１０で示した参照信号測定設定―追加変更リストおよ
び参照信号測定設定―削除リストと同様のものであると考える。また、図１６では端末固
有の物理設定である物理設定Ｄｅｄｉｃａｔｅｄ（ＰｈｙｓｉｃａｌＣｏｎｆｉｇＤｅｄ
ｉｃａｔｅｄ）と説明したが、セカンダリーセルに割り当てられた端末固有の物理設定で
あるＳＣｅｌｌ物理設定Ｄｅｄｉｃａｔｅｄ（ＰｈｙｓｉｃａｌＣｏｎｆｉｇＤｅｄｉｃ
ａｔｅｄＳＣｅｌｌ－ｒ１１）でもよい。前述する物理設定ＤｅｄｉｃａｔｅｄはＲＲＣ
コネクションのリエスタブリッシュ（ＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｒｅｅｓｔａｂｌ
ｉｓｈｍｅｎｔ）時やＲＲＣコネクションのリコンフィグレーション（ＲＲＣ　Ｃｏｎｎ
ｅｃｔｉｏｎ　Ｒｅｃｏｎｆｉｇｒａｔｉｏｎ）時にＲＲＣ信号を通じて設定される。一
方で、ＳＣｅｌｌ物理設定ＤｅｄｉｃａｔｅｄはＳＣｅｌｌ追加変更リストに含まれるこ
とがあり、ＳＣｅｌｌの追加時および設定の変更時にＲＲＣ信号を通じて設定される。こ
の様に第２の測定対象設定および第２の報告設定により、接続したセルの設定された伝送
路状況測定用参照信号の受信信号電力が測定可能となる。また、図１６で示される測定オ
ブジェクト追加変更リストおよび測定オブジェクト削除リスト（第２の測定対象設定）は
図９または図１０に示す参照信号測定設定―追加変更リストおよび参照信号測定設定―削
除リスト（第３の参照信号設定）と同様の内容でもよい。つまり図１６で示される測定オ
ブジェクト追加変更リストおよび測定オブジェクト削除リストは、図９で示したＣＳＩ－
ＲＳ測定インデックスにより識別されるＣＳＩ－ＲＳ測定設定（図１１、１２参照）によ
り第３の参照信号が設定されるか、もしくは図１０で示したＣＳＩ－ＲＳアンテナポート
インデックスにより第３の参照信号が設定される。なお、図１６では物理設定Ｄｅｄｉｃ
ａｔｅｄ（ＰｈｙｓｉｃａｌＣｏｎｆｉｇＤｅｄｉｃａｔｅｄ）やセカンダリーセルに割
り当てられた端末固有の物理設定であるＳＣｅｌｌ物理設定Ｄｅｄｉｃａｔｅｄ（Ｐｈｙ
ｓｉｃａｌＣｏｎｆｉｇＤｅｄｉｃａｔｅｄＳＣｅｌｌ－ｒ１１）に第２の測定対象設定



(30) JP 5927801 B2 2016.6.1

10

20

30

40

50

が含まれる場合を想定しているが前述する図８のＣＳＩ－ＲＳ設定－ｒ１０に含まれても
よい。また、別の例では第２の測定対象設定が含まれる場合を想定しているが前述する図
１３の測定設定に含まれてもよい。なお、前述する物理設定はＲＲＣ信号（Dedicated si
gnaling）を通じて端末毎に設定されてもよい。
【０１２８】
　続いて図１６における第２の報告設定の詳細について図１７で説明する。一例では、レ
ポート設定―追加変更リストにレポート設定ＩＤおよびレポート設定が組として含まれる
。また、レポート設定―削除リストにレポート設定ＩＤが含まれる。また、これらレポー
ト設定ＩＤおよびレポート設定の組はレポート設定―追加変更リストに複数含まれてもよ
いし、ひとつだけ含まれてもよい。また、レポート設定ＩＤはレポート設定―削除リスト
に複数含まれてもよいし、ひとつだけ含まれてもよい。なお、図１３におけるレポート設
定追加変更リストも図１７同様、レポート設定ＩＤおよびレポート設定の組が１つもしく
は複数含まれており、レポート設定の内容はレポート設定と同様である。なお、図１３に
おけるレポート設定削除リストも図１７同様、レポート設定ＩＤが１つもしくは複数含ま
れている。
【０１２９】
　続いて図１７におけるレポート設定について図１８で説明する。一例では、レポート設
定にはトリガータイプが含まれる。トリガータイプにはレポートを行うイベントのための
スレッショルドやレポート間隔などの情報が設定されている。
【０１３０】
　続いて図４　ステップ４０７における第１の測定レポートおよび第２の測定レポートに
関する設定として、第１の測定レポートおよび第２の測定レポートリストについて図１９
で説明する。図１９で述べる専用制御チャネルメッセージタイプ（ＵＬ－ＤＣＣＨ－Ｍｅ
ｓｓａｇｅＴｙｐｅ）は端末から基地局１０１に送信するＲＲＣメッセージの一つである
。前述した専用制御チャネルメッセージタイプには少なくとも測定レポート（Ｍｅａｓｕ
ｒｅｍｅｎｔＲｅｐｏｒｔ）が含まれている。測定レポートに含まれるレポートは選択が
可能である。少なくとも第１の測定レポート（測定レポート－ｒ８，Ｍｅａｓｕｒｅｍｅ
ｎｔＲｅｐｏｒｔ－ｒ８－ＩＥｓ）と第２の測定レポートリストの選択が可能である。第
１の測定レポートには測定結果（ＭｅａｓＲｅｓｕｌｔｓ）が含まれており、測定結果に
は測定ＩＤ（ＭｅａｓＩＤ）、ＰＣｅｌｌ測定結果（ｍｅａｓＲｅｓｕｌｔＰＣｅｌｌ）
、隣接セル測定結果（ｍｅａｓＲｅｓｕｌｔＮｅｉｇｈＣｅｌｌｓ）、サービング周波数
測定結果リストが含まれ得る。隣接セル測定結果としてはＥＵＴＲＡ測定結果リスト（Ｍ
ｅａｓＲｅｓｕｌｔＬｉｓｔＥＵＴＲＡ）、ＵＴＲＡ測定結果リスト（ＭｅａｓＲｅｓｕ
ｌｔＬｉｓｔＵＴＲＡ）、ＧＥＲＡＮ測定結果リスト（ＭｅａｓＲｅｓｕｌｔＬｉｓｔＧ
ＥＲＡＮ）、ＣＤＭＡ２０００測定結果（ＭｅａｓＲｅｓｕｌｔｓＣＤＭＡ２０００）を
選択することができる。サービング周波数測定結果リストとしては、サービングセルイン
デックス、ＳＣｅｌｌ測定結果、隣接セルベスト測定結果が含まれていてもよい。なお、
図１９では第１の測定レポートと第２の測定レポートリストが並列にならび、どちらかが
選択されると想定しているが、第１の測定レポートの測定結果の中に第２の測定レポート
が含まれてもよい。
【０１３１】
　続いて図２０において、図１９記載のＥＵＴＲＡ測定結果リストの詳細を説明する。Ｅ
ＵＴＲＡ測定結果リストには物理セルＩＤ（ＰｈｙｓＣｅｌｌＩＤ）および測定結果（ｍ
ｅａｓＲｅｓｕｌｔ）が含まれる。物理セルＩＤおよび測定結果を合わせることにより、
端末１０２は基地局１０１に対してどの隣接セルの測定情報を通知しているのかを知らせ
ることができる。また、ＥＵＴＲＡ測定結果リストには、前述する物理セルＩＤおよび測
定結果は複数含まれていてもよいし、ひとつだけ含まれていてもよい。なお、図１９に含
まれるＰＣｅｌｌ測定結果およびサービング周波数測定結果リストは前述の第１の測定対
象設定で指定された測定対象を測定した結果となっている。また、図２０に含まれるＥＵ
ＴＲＡ測定結果リストなどに含まれる測定結果は図１３の第３の測定対象設定で指定され
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た測定対象を測定した結果となっている。また、図１９で示される測定ＩＤは図１３で示
される測定ＩＤを示しており、これにより第３の測定対象設定に含まれる測定オブジェク
トや第３の報告設定に含まれる測定レポート設定と関連付けられている。さらに、測定レ
ポートと第１から第３の測定対象設定の関係を説明する。第１の測定レポートに含まれる
ＰＣｅｌｌ測定結果およびＳＣｅｌｌ測定結果を通じて端末１０２は基地局１０１にＰＣ
ｅｌｌのセル固有参照信号のアンテナポート０の受信信号電力およびＳＣｅｌｌのセル固
有参照信号のアンテナポート０の受信信号電力を報告することができる。また、これらは
第１の測定対象設定により指定された測定対象である。他方でＥＵＴＲＡ測定結果リスト
に含まれる物理セルＩＤおよび測定結果を通じて端末１０２は基地局１０１に隣接セルの
セル固有参照信号のアンテナポート０の受信信号電力を報告することができる。また、こ
れらは第３の測定対象設定により指定された測定対象である。つまり、第１の測定レポー
トおよび第３の測定対象設定により、端末１０２は１０２基地局１０１に接続されていな
いセル（ＲＲＣパラメータの設定されていないセル、隣接セル）のセル固有参照信号のア
ンテナポート０の受信信号電力を報告することができる。端末１０２は基地局１０１に端
末１０２は基地局１０１につまり、第１の測定レポートを通じて端末１０２は基地局１０
１に各セル（プライマリーセル、セカンダリーセル、隣接セル）のセル固有参照信号のア
ンテナポート０の受信信号電力を報告することができる。
【０１３２】
　続いて図２１において、図１９に記載の第２の測定レポートリストの詳細を説明する。
第２の測定レポートリストに含まれる第２の測定レポートにはＣＳＩ－ＲＳ測定インデッ
クスおよび測定結果が含まれる。なお、ＣＳＩ－ＲＳ測定インデックスの代わりにＣＳＩ
－ＲＳアンテナポートインデックスが含まれてもよい。ここで述べたＣＳＩ－ＲＳ測定イ
ンデックスおよびＣＳＩ－ＲＳアンテナポートインデックスは、図９および図１０で説明
したＣＳＩ－ＲＳ測定インデックスおよびＣＳＩ－ＲＳアンテナポートインデックスを指
し示すものである。従って、第２の測定レポートの測定結果を通じて端末１０２は基地局
１０１に第３の参照信号設定により設定された測定対象の受信信号電力を報告することが
できる。例えば、第３の参照信号設定により伝送路状況測定用参照信号のアンテナポート
１５が指定された場合には、端末１０２は基地局１０１に伝送路状況測定用参照信号のア
ンテナポート１５の受信信号電力を報告することができる。つまり、第２の測定レポート
を通じて端末１０２は基地局１０１に接続されたセル（プライマリーセル、セカンダリー
セル）の設定された伝送路状況測定用参照信号（例えば伝送路状況測定用参照信号のアン
テナポート１５など）の受信信号電力を報告することができる。また、図示していないが
サービングセルインデックスのように特定のセル（キャリアコンポーネント）を指し示す
インデックスが図２１に示した第２の測定レポートに含まれてもよい。この場合には、サ
ービングセルインデックス、ＣＳＩ－ＲＳ測定インデックスおよび測定結果を合わせるこ
とにより、どのセルに含まれる、どの伝送路状況測定用参照信号を測定した結果なのかを
端末１０２が基地局１０１に報告できる。
【０１３３】
　また、第２の実施形態では、基地局１０１は、基地局１０１によって設定された伝送路
情報測定用参照信号の測定のみを行うための第２の測定対象設定を端末１０２毎に設定し
、端末１０２が接続しているセルの物理ＩＤとは別の物理ＩＤを用いて生成されたセル固
有参照信号の測定を行う第３の測定対象設定を端末１０２毎に設定する。また、端末１０
２は、第２の測定対象設定により指定された測定対象となる参照信号の受信信号と、第３
の測定対象設定により指定された測定対象となる参照信号の受信信号とを基地局に報告す
る。
【０１３４】
　また、第２の実施形態では、基地局１０１は、チャネル状況報告のための測定対象を設
定する第１の参照信号設定を前記端末毎に設定し、端末１０２がデータ復調時にデータの
復調から除外するリソースエレメントを指定する第２の参照信号設定を端末１０２毎に設
定し、端末１０２が参照信号の受信電力を測定するための測定対象を設定する第３の参照
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信号設定を端末１０２毎に設定する。また、端末１０２は、基地局１０１によって設定さ
れた情報を受信し、第１の参照信号設定に基づいて、伝送路状況を基地局１０１に報告し
、第２の参照信号設定に基づいて、データ復調時にデータの復調から除外するリソースエ
レメントを決定し、データの復調を行い、第３の参照信号設定に基づいて、参照信号の受
信電力を測定する。
【０１３５】
　以上本願の実施形態を用いることにより以下の効果を得ることができる。図２に示した
セル固有参照信号および図３に示した伝送路状況測定用参照信号のアンテナポート１５，
１６，１７，１８が下りリンク１０５を用いて基地局１０１からのみ送信され、また図４
ステップ４０３において設定された第２の測定対象設定および第２の報告設定において設
定された測定対象、つまり図９の第３の参照信号設定に設定された測定対象が図３に示し
た伝送路状況測定用参照信号のアンテナポート１９であり、この測定対象では下りリンク
１０７を用いてＲＲＨ１０３からのみ伝送路状況測定用参照信号が送信されたと仮定する
。この場合には図４　ステップ４０５における第１の測定対象であるセル固有参照信号お
よび第２の測定対象であるＲＲＨ１０３からのみ送信された伝送路状況測定用参照信号の
受信信号電力を測定することにより、基地局１０１と端末１０２間の下りリンクパスロス
であるパスロス１およびＲＲＨ１０３と端末１０２間の下りリンクパスロスであるパスロ
ス２を計算することができる。さらに、第１の参照信号設定はアンテナポート１５，１６
，１７，１８に対してなされているのでこれに基づいたＲａｎｋ情報（Ｒａｎｋ）、プリ
コーディング情報（ＰＭＩ：Ｐｒｅｃｏｄｉｎｇ　Ｍａｔｒｉｘ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）
、伝搬路品質情報（ＣＱＩ：Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｑｕａｌｉｔｙ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）が
通知され、端末固有参照信号およびデータ信号のプリコーディングおよびデータ信号の変
調符号化方式（ＭＣＳ）に適用される。一方で、第３の参照信号設定に設定された測定対
象である伝送路状況測定用参照信号のアンテナポート１９に対しては受信信号電力に関す
る測定及び報告のみを行うことになる。これにより通信システムとしては実際に下りリン
クにおいて通信を行っているアンテナポートとは別に受信電力（およびパスロス）のみを
測定するアンテナポート（もしくは測定対象）を別個に設定することが可能となる。例え
ば、基地局１０１は下りリンクにおいて通信を行っているアンテナポートに対応する参照
信号と比較して、受信電力のみの測定に用いられるアンテナポートに対応する参照信号の
送信頻度を少なくすることができ、システムの参照信号のオーバヘッドの増加を抑制する
ことができる。また、伝送路状況測定用参照信号のアンテナポート１９の受信信号電力が
大きくなってきた場合（つまりＲＲＨ１０３と端末間のパスロスが小さくなった場合）に
は、基地局１０１は第１の参照信号設定によって設定された伝送路状況測定用参照信号を
ＲＲＨ１０３に割り当てられたアンテナポートに設定しなおすことにより、常に適切な送
信ポイント（つまり基地局１０１もしくはＲＲＨ１０３）から下りリンク信号の送信を行
うことができる。また、別の視点では、第１の参照信号設定で設定された伝送路状況測定
用参照信号のアンテナポート１５，１６，１７，１８は下りリンクの信号送信に用いるこ
とができる一方で、第３の参照信号設定で設定された伝送路状況測定用参照信号のアンテ
ナポート１９から求められたパスロスを上りリンクの信号送信時に用いることも可能とな
る。これは端末１０２が基地局１０１から下りリンク１０５を通じて下りリンク信号を受
信する一方で、上りリンク１０８を用いてＲＲＨ１０３に対して上りリンク信号を送信す
ることを可能とする。このように少なくともＣＱＩ，ＰＭＩ，　ＲＩのいずれかを含むＣ
ＳＩフィードバックを算出するための測定対象を設定する第１の参照信号設定と、受信信
号電力を算出するための測定対象を設定する第３の参照信号設定を設定し、なおかつ第３
の参照信号設定で設定されるリソースの少なくとも一部は第1の参照信号設定で設定され
るリソースに含まれない状態にすることにより、下りリンク信号と上りリンク信号の接続
先を変えるなど、柔軟な通信システムの設計が行える。
【０１３６】
　また別の視点では、図２に示したセル固有参照信号が下りリンク１０５を用いて基地局
１０１からのみ送信され、また図４ステップ４０３において設定された第２の測定対象設



(33) JP 5927801 B2 2016.6.1

10

20

30

40

50

定および第２の報告設定において設定された測定対象が図３に示した伝送路状況測定用参
照信号であり、この測定対象では下りリンク１０７を用いてＲＲＨ１０３からのみ伝送路
状況測定用参照信号が送信されたと仮定する。さらに、基地局１０１とＲＲＨ１０３はキ
ャリアアグリゲーションを行っており、上り、下りとも中心周波数の異なるキャリアコン
ポーネント（Ｃａｒｒｉｅｒ　Ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ，ＣＣ，Ｃｅｌｌ、セル）を２つ有し
て通信を行っているとする。これらを第１のキャリアコンポーネント、第２のキャリアコ
ンポーネントと呼び、基地局１０１およびＲＲＨ１０３はこれらのキャリアコンポーネン
トを使用し、個別の通信および協調通信が可能であるとする。この場合、端末１０２は基
地局１０１に対して第１のキャリアコンポーネントを通じて接続を行う。それと同時に、
あらかじめ定められた第１の測定に関するパラメータに従って測定対象の測定が行われる
。ここで測定対象は接続されたセルのセル固有参照信号のアンテナポート０となる。それ
と同時に、第３の測定および第３の報告に関するパラメータが設定され、測定対象の測定
が行われる。ここで測定対象は接続を行っていないセル固有参照信号のアンテナポート０
となる。その後、図４　ステップ４０７において図１９に示した第１の測定レポートが端
末１０２から基地局１０１に報告される。つまり前述した接続されたセルのセル固有参照
信号のアンテナポート０の受信電力と、前述した接続を行っていないセル固有参照信号の
アンテナポート０の受信電力とが第１の測定レポートを通じて基地局１０１に報告が行わ
れることとなる。一方で、第１のキャリアコンポーネント（プライマリーセル）に接続後
、個別に物理設定Ｄｅｄｉｃａｔｅｄにより第１のキャリアコンポーネントのための第２
の測定設定がされたり、第２のキャリアコンポーネント（セカンダリーセル）を追加時（
ＳＣｅｌｌ物理設定Ｄｅｄｉｃａｔｅｄ設定時）に、第２のキャリアコンポーネントのた
めの第２の測定設定がされたりする。つまり、第３の測定対象設定を行うことにより端末
１０２は接続されていないセルのセル固有参照信号のアンテナポート０の測定を行い基地
局１０１に報告を行うことになるが、第２の測定設定および第２の測定レポートを行うこ
とにより端末１０２は接続されたセルのみの伝送路状況測定用参照信号の設定されたアン
テナポートの測定を行い、第２の測定レポートを通じて基地局１０１に報告を行うことに
なる。これにより端末１０２および基地局１０１は最適な基地局１０１およびセルの探索
は第３の測定対象設定および第３の報告設定、第１の測定レポートのみにより行うことが
でき、最適な送信ポイント（例えば基地局１０１やＲＲＨ１０３）の探索や、パスロスの
測定は第１および第２の測定対象設定に基づいて行うことができる。なお、ここで接続さ
れたセルとはＲＲＣ信号によりパラメータの設定がなされたセル、つまりプライマリーセ
ル（第１のキャリアコンポーネント）やセカンダリーセル（第２のキャリアコンポーネン
ト）などのことを示し、接続されていないセルとはＲＲＣ信号によりパラメータの設定が
なされていないセル、つまり隣接セルなどのことを示す。
【０１３７】
　（第３の実施形態）
　次に、第３の実施形態について説明する。第３の実施形態では、図４のステップ４０８
からステップ４０９の処理について詳細に説明する。特に、複数の上りリンク電力制御に
関するパラメータが設定された場合の通信システムの処理について詳細に説明する。ここ
では特に第１の測定対象設定と上りリンク電力制御に関するパラメータの設定に基づいて
パスロス（第１のパスロス）を計算し、第１のパスロスと上りリンク電力制御に関するパ
ラメータの設定に基づいて第１の上りリンク送信電力を計算する。また、端末１０２は、
第２の測定対象設定と上りリンク電力制御に関するパラメータの設定に基づいてパスロス
（第２のパスロス）を計算し、第２のパスロスと上りリンク電力制御に関するパラメータ
の設定に基づいて第２の上りリンク送信電力を計算する例、つまり第１および第２の測定
対象設定と第１および第２の上りリンク送信電力が暗黙的（ｉｍｐｌｉｃｉｔ、固定的）
に設定される場合について詳細に述べる。
【０１３８】
　上りリンク送信電力の計算方法について説明する。端末１０２は、数式（１）からサー
ビングセルｃのサブフレームｉのＰＵＳＣＨの上りリンク送信電力を決定する。
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【数１】

ＰＣＭＡＸ，ｃは、サービングセルｃにおける最大送信電力を表している。ＭＰＵＳＣＨ

，ｃは、サービングセルｃの送信帯域幅（周波数方向のリソースブロック数）を表してい
る。また、ＰＯ＿ＰＵＳＣＨ，ｃは、サービングセルｃのＰＵＳＣＨの標準電力を表して
いる。ＰＯ＿ＰＵＳＣＨ，ｃは、ＰＯ＿ＮＯＭＩＮＡＬ＿ＰＵＳＣＨ，ｃとＰＯ＿ＵＥ＿

ＰＵＳＣＨ、ｃから決定される。ＰＯ＿ＮＯＭＩＮＡＬ＿ＰＵＳＣＨ，ｃは、セル固有の
上りリンク電力制御に関するパラメータである。ＰＯ＿ＵＥ＿ＰＵＳＣＨ，ｃは、端末固
有の上りリンク電力制御に関するパラメータである。αは、セル全体のフラクショナル送
信電力制御に用いられる減衰係数（伝搬路損失補償係数）である。ＰＬｃは、パスロスで
あり、既知の電力で送信される参照信号とＲＳＲＰから求まる。また、本発明においては
、ＰＬｃは、第１の実施形態または第２の実施形態から求まるパスロスの計算結果であっ
てもよい。ΔＴＦ，ｃは、数式（２）から求まる。

【数２】

ＢＰＲＥは、リソースエレメントに割り当て可能なビット数を示している。また、Ｋｓは
、上位層からＲＲＣ信号を用いて通知される上りリンク電力制御に関するパラメータであ
り、上りリンク信号の変調符号化方式（MCS）に依存したパラメータである（deltaMCS-En
abled）。また、ｆｃは、上りリンク電力制御に関するパラメータであるａｃｃｕｍｕｌ
ａｔｉｏｎ－ｅｎａｂｌｅｄと上りリンクグラントに含まれるＴＰＣコマンドから決定さ
れる。
【０１３９】
　端末１０２は、数式（３）からサブフレームｉのＰＵＣＣＨの上りリンク送信電力を決
定する。

【数３】

ＰＯ＿ＰＵＣＣＨは、ＰＵＣＣＨの標準電力を表している。ＰＯ＿ＰＵＣＣＨは、ＰＯ＿

ＮＯＭＩＮＡＬ＿ＰＵＣＣＨとＰＯ＿ＵＥ＿ＰＵＣＣＨから決定される。ＰＯ＿ＮＯＭＩ

ＮＡＬ＿ＰＵＣＣＨは、セル固有の上りリンク電力制御に関するパラメータである。ＰＯ

＿ＵＥ＿ＰＵＣＣＨは、端末固有の上りリンク電力制御に関するパラメータである。ｎＣ

ＱＩは、ＣＱＩのビット数、ｎＨＡＲＱは、ＨＡＲＱのビット数、ｎＳＲは、ＳＲのビッ
ト数を表している。ｈ（ｎＣＱＩ，ｎＨＡＲＱ，ｎＳＲ）は、それぞれのビット数、すな
わち、ＰＵＣＣＨフォーマットに依存して定義されたパラメータである。ΔＦ＿ＰＵＣＣ

Ｈは、上位層から通知されるパラメータである（deltaFList-PUCCH）。ΔＴｘＤは、送信
ダイバーシチが設定された場合に上位層から通知されるパラメータである。ｇは、ＰＵＣ
ＣＨの電力制御を調整するために使用されるパラメータである。
【０１４０】
　端末１０２は、数式（４）からＳＲＳの上りリンク送信電力を決定する。

【数４】

ＰＳＲＳ＿ＯＦＦＳＥＴは、ＳＲＳの送信電力を調整するためのオフセットであり、上り
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リンク電力制御パラメータ（端末固有の上りリンク電力制御に関するパラメータの設定）
に含まれている。ＭＳＲＳ，ｃは、サービングセルｃに配置されるＳＲＳの帯域幅（周波
数方向のリソースブロック数）を表している。
【０１４１】
　図２２は、（第１の）上りリンク電力制御に関するパラメータの設定（UplinkPowerCon
trol）に含まれる情報要素の一例を示す図である。上りリンク電力制御に関するパラメー
タの設定には、セル固有の設定（セル固有上りリンク電力制御に関するパラメータの設定
（UplinkPowerControlCommon））と端末固有の設定（端末固有上りリンク電力制御に関す
るパラメータの設定（UplinkPowerControlDedicated））があり、それぞれの設定にセル
固有または端末固有に設定される上りリンク電力制御に関するパラメータ（情報要素）が
含まれる。セル固有の設定としては、セル固有に設定可能なＰＵＳＣＨ電力である標準Ｐ
ＵＳＣＨ電力（p0-NominalPUSCH）、フラクショナル送信電力制御の減衰係数（伝搬路損
失補償係数）α（alpha）、セル固有に設定可能なＰＵＣＣＨ電力である標準ＰＵＣＣＨ
電力（p0-NominalPUCCH）、数式（３）に含まれるΔＦ＿ＰＵＣＣＨは（deltaFList-PUCC
H）、プリアンブルメッセージ３が送信される場合の電力調整値（deltaPreambleMsg3）が
ある。また、端末固有の設定としては、端末固有に設定可能なＰＵＳＣＨ電力である端末
固有ＰＵＳＣＨ電力（p0-UE-PUSCH）、数式（２）に使用される変調符号化方式による電
力調整値Ｋｓに関連したパラメータ（deltaMCS-Enabled）、ＴＰＣコマンドを設定するた
めに必要なパラメータ（accumulationEnabled）、端末固有に設定可能なＰＵＣＣＨ電力
である端末固有ＰＵＣＣＨ電力（p0-UE-PUCCH）、ピリオディックおよびアピリオディッ
クＳＲＳの電力オフセットＰＳＲＳ＿ＯＦＦＳＥＴ（pSRS-Offset、pSRS-OffsetAp-r10）
、参照信号の受信電力ＲＳＲＰのフィルタ係数（filterCoefficient）がある。これらの
設定は、プライマリーセルに対して設定可能であるが、セカンダリーセルに対しても同様
の設定を行なうことができる。さらに、セカンダリーセルの端末固有の設定では、プライ
マリーセルかセカンダリーセルのパスロス測定用参照信号（例えば、セル固有参照信号）
を用いてパスロスの計算を行なうことを指示するパラメータ（pathlossReference-r10）
がある。
【０１４２】
　図２３は、上りリンク電力制御に関するパラメータの設定（第１の上りリンク電力制御
に関するパラメータの設定）が含まれる情報の一例である。（第１の）セル固有上りリン
ク電力制御に関するパラメータ設定（ＵｐｌｉｎｋＰｏｗｅｒＣｏｎｔｒｏｌＣｏｍｍｏ
ｎ１）は、セル固有無線リソース設定（ＲａｄｉｏＲｅｓｏｕｒｃｅＣｏｎｆｉｇＣｏｍ
ｍｏｎ）に含まれる。（第１の）端末固有上りリンク電力制御に関するパラメータ設定（
ＵｐｌｉｎｋＰｏｗｅｒＣｏｎｔｒｏｌＤｅｄｉｃａｔｅｄ１）は、端末固有物理設定（
ＰｈｙｓｉｃａｌＣｏｆｉｇＤｅｄｉｃａｔｅｄ）に含まれる。（第１の）セル固有上り
リンク電力制御に関するパラメータ設定（ＵｐｌｉｎｋＰｏｗｅｒＣｏｎｔｒｏｌＣｏｍ
ｍｏｎＳＣｅｌｌ－ｒ１０－１）は、セカンダリーセル固有無線リソース設定（Ｒａｄｉ
ｏＲｅｓｏｕｒｃｅＣｏｎｆｉｇＣｏｍｍｏｎＳＣｅｌｌ－ｒ１０）に含まれる。（第１
の）セカンダリーセル端末固有上りリンク電力制御に関するパラメータ設定（Ｕｐｌｉｎ
ｋＰｏｗｅｒＣｏｎｔｒｏｌＤｅｄｉｃａｔｅｄＳＣｅｌｌ－ｒ１０－１）は、セカンダ
リーセル端末固有物理設定（ＰｈｙｓｉｃａｌＣｏｎｆｉｇＤｅｄｉｃａｔｅｄＳＣｅｌ
ｌ－ｒ１０）に含まれる。また、（プライマリーセル）端末固有物理設定は、（プライマ
リーセル）端末固有無線リソース設定（ＲａｄｉｏＲｅｓｏｕｒｃｅＣｏｆｉｇＤｅｄｉ
ｃａｔｅｄ）に含まれる。また、セカンダリーセル端末固有物理設定は、セカンダリーセ
ル端末固有無線リソース設定（ＲａｄｉｏＲｅｓｏｕｒｃｅＣｏｎｆｉｇＤｅｄｉｃａｔ
ｅｄＳＣｅｌｌ－ｒ１０）に含まれる。なお前述するセル固有無線リソース設定および端
末固有無線リソース設定は、第２の実施例で述べたＲＲＣコネクションリコンフィグレー
ション（ＲＲＣＣｏｎｎｅｃｔｉｏｎＲｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ）やＲＲＣリエス
タブリッシュメント（ＲＲＣＣｏｎｎｅｃｔｉｏｎＲｅｅｓｔａｂｌｉｓｈｍｅｎｔ）に
含まれてもよい。なお、前述するセカンダリーセル固有無線リソース設定およびセカンダ
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リーセル端末固有無線リソース設定は、第２の実施例で述べたＳＣｅｌｌ追加変更リスト
に含まれてもよい。なお、前述するセル固有無線リソース設定および端末固有無線リソー
ス設定は、ＲＲＣ信号（Dedicated signaling）を通じて端末毎に設定されてもよい。な
お、ＲＲＣコネクションリコンフィグレーションおよびＲＲＣリエスタブリッシュメント
は、ＲＲＣメッセージを通じて端末毎に設定されてもよい。なお、前述するセル固有の上
りリンク電力制御に関するパラメータの設定は、システム情報を通じて端末１０２に設定
されてもよい。また、前述する端末固有の上りリンク電力制御に関するパラメータの設定
は、ＲＲＣ信号（Dedicated signaling）を通じて端末１０２毎に設定されてもよい。
【０１４３】
　第３の実施形態では、端末１０２は、第１及び第２の実施形態で示された第１の測定対
象設定及び第２の測定対象設定に基づいて種々の上りリンク信号（ＰＵＳＣＨ、ＰＵＣＣ
Ｈ、ＳＲＳ）の上りリンク送信電力（PPUSCH1, PPUCCH1, PSRS1）を計算することができ
る。なお種々の上りリンク信号は、複数の種類の上りリンク物理チャネルのことでもある
。また、種々の上りリンク物理チャネルは、ＰＵＳＣＨ、ＰＵＣＣＨ、ＵＬ　ＤＭＲＳ、
ＳＲＳ、ＰＲＡＣＨ、およびＰＵＣＣＨに含まれる制御情報（ＣＱＩ、ＰＭＩ、ＲＩ、Ａ
ｃｋ／Ｎａｃｋ）のうち少なくとも一つの上りリンク物理チャネルが含まれていることを
表している。
【０１４４】
　第３の実施形態では、基地局１０１は、第１の測定対象設定および第２の測定対象設定
、上りリンク電力制御に関するパラメータの設定を端末１０２へ通知する。一例では端末
１０２は、通知された情報に従って、第１の測定対象設定と上りリンク電力制御に関する
パラメータの設定に基づいてパスロス（第１のパスロス）を計算し、第１のパスロスと上
りリンク電力制御に関するパラメータの設定に基づいて第１の上りリンク送信電力を計算
する。また、端末１０２は、第２の測定対象設定と上りリンク電力制御に関するパラメー
タの設定に基づいてパスロス（第２のパスロス）を計算し、第２のパスロスと上りリンク
電力制御に関するパラメータの設定に基づいて第２の上りリンク送信電力を計算する。つ
まり第１の上りリンク送信電力は常に第１の測定対象設定で通知された測定対象を元に計
算され、第２の上りリンク送信電力は常に第２の測定対象設定で通知された測定対象を元
に計算されてもよい。さらに具体的に言うと第１の上りリンク送信電力は常に第１の測定
対象設定で通知された測定対象であるセル固有参照信号のアンテナポート０を元に計算さ
れ、第２の上りリンク送信電力は常に第２の測定対象設定で通知された測定対象である伝
送路状況測定用参照信号の指定されたリソース（もしくはアンテナポート）を元に計算さ
れてもよい。さらに別の例では第２の測定対象設定として複数の測定対象（例えば伝送路
状況測定用参照信号の指定された複数のリソースまたは複数アンテナポート）が指定され
た場合には、このうちのいずれかを使用し第２の上りリンク送信電力を計算するかを通知
する場合がある。この場合には後述する図２４で説明するパスロス参照リソースが図２２
に示す第１のセル固有上りリンク電力制御に関するパラメータの設定や第１のセカンダリ
ーセル固有上りリンク電力制御に関するパラメータの設定や第１の端末固有上りリンク電
力制御に関するパラメータの設定や第１のセカンダリーセル端末固有上りリンク電力制御
に関するパラメータの設定中に設定されてもよい。さらに別の例では第１の上りリンク送
信電力は第１の測定対象設定とは関係なく、常にセル固有参照信号のアンテナポート０（
もしくはアンテナポート０と１）を元に計算されてもよい。また端末１０２は、上りリン
クグラントを検出した周波数リソースやタイミングによって、前述した第１の上りリンク
送信電力において上りリンク信号を送信するのか前述した第２の上りリンク送信電力にお
いて上りリンク信号を送信するのかを制御してもよい。
【０１４５】
　この様に、第１および第２の上りリンク送信電力は、第１および第２の測定対象設定（
および測定対象設定で指定されている測定対象）と固定的に関連付けられてもよい。
【０１４６】
　さらに具体的な例をあげると、複数のキャリアコンポーネント（ここでは、２つのキャ
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リアコンポーネント）を用いて通信を行なうキャリアアグリゲーションが可能な場合、第
１もしくは第２の測定対象設定とキャリアコンポーネントを関連付けてもよい。つまり、
第１の測定対象設定と第１のキャリアコンポーネントを関連付け、第２の測定対象設定と
第２のキャリアコンポーネントを関連付けてもよい。また、第１のキャリアコンポーネン
トをプライマリーセル、第２のキャリアコンポーネントをセカンダリーセルに設定した場
合、第１の測定対象設定はプライマリーセル、第２の測定対象設定はセカンダリーセルと
関連付けられてもよい。つまり、基地局１０１は、セル毎に第１および第２の測定対象設
定を設定してもよい。端末１０２は、プライマリーセルから上りリンクグラントを検出し
た場合には、第１の測定対象設定とプライマリーセル固有上りリンク電力制御に関するパ
ラメータの設定とプライマリーセル端末固有上りリンク電力制御に関するパラメータの設
定から第１のパスロス及び第１の上りリンク送信電力を計算し、セカンダリーセルから上
りリンクグラントを検出した場合には、第２の測定対象設定とセカンダリーセル固有上り
リンク電力制御に関するパラメータの設定とセカンダリーセル端末固有上りリンク電力制
御に関するパラメータの設定から第２のパスロス及び第２の上りリンク送信電力を計算す
る。
【０１４７】
　別の観点から考えると、例えば基地局１０１と通信を行う端末１０２を端末Ａ、ＲＲＨ
１０３と通信を行う端末１０２を端末Ｂとした場合、端末Ａのダイナミックな上りリンク
信号の送信制御をプライマリーセルでのみ行い、また端末Ｂのダイナミックな上りリンク
信号の送信制御をセカンダリーセルでのみ行う。つまり、基地局１０１は、端末１０２に
基地局１０１向けの上りリンク信号の送信を行わせたい場合には、上りリンクグラントを
プライマリーセルに含めて端末１０２へ通知し、端末１０２にＲＲＨ１０３向けの上りリ
ンク信号の送信を行わせたい場合には、セカンダリーセルに含めて端末１０２へ通知する
。さらに、基地局１０１は、上りリンクグラントに含まれる上りリンク信号の送信電力制
御の補正値であるＴＰＣコマンドを利用することで、基地局１０１向けまたはＲＲＨ１０
３向けの上りリンク信号の送信電力制御を行うことができる。基地局１０１は、上りリン
クグラントを通知するセル（キャリアコンポーネント、コンポーネントキャリア）によっ
て上りリンクグラントに含まれるＴＰＣコマンドの値を基地局１０１向けまたはＲＲＨ１
０３向けに設定する。すなわち、基地局１０１は、基地局１０１向けの上りリンク送信電
力を高くしたい場合には、プライマリーセルのＴＰＣコマンドの電力補正値を高く設定し
、ＲＲＨ１０３向けの上りリンク送信電力を低くしたい場合には、セカンダリーセルのＴ
ＰＣコマンドの電力補正値を低くなるように設定する。基地局１０１は、端末Ａに対して
は、プライマリーセルによって上りリンク信号の送信および上りリンク送信電力制御を行
い、端末Ｂに対しては、セカンダリーセルによって上りリンク信号の送信および上りリン
ク送信電力制御を行う。つまり、基地局１０１は、プライマリーセルのＴＰＣコマンド（
送信電力制御コマンド）の電力補正値を第１の値に設定し、セカンダリーセルのＴＰＣコ
マンドの電力補正値を第２の値に設定することでセル間の上りリンク送信電力制御を行う
。基地局１０１は、第１の値を第２の値よりも電力補正値が高くなるように設定してもよ
い。
【０１４８】
　一例として下りリンクサブフレームが第１のサブセットおよび第２のサブセットに分け
られているものと考える。ところで上りリンクグラントがサブフレームn（nは自然数）で
受信された場合、端末１０２はサブフレームn+4で上りリンク信号の送信を行うため、お
のずと上りリンクサブフレームも第１のサブセットおよび第２のサブセットに分けられて
いるものと考える。例えば、下りリンクサブフレームの０，５が第１のサブセットに、１
，２，３，４，６，７，８，９が第２のサブセットに分類される場合、おのずと上りリン
クサブフレームの４、９が第１のサブセットに、１，２，３，５，６，７，８，が第２の
サブセットに分類されることとなる。この場合に上りリンクグラントを検出した下りリン
クサブフレームインデックスが第１のサブセットに含まれる場合には、端末１０２は、第
１の測定対象設定と上りリンク電力制御に関するパラメータ設定に基づいて第１のパスロ
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ス及び第１の上りリンク送信電力を計算し、上りリンクグラントを検出した下りリンクサ
ブフレームインデックスが第２のサブセットに含まれる場合には、端末１０２は、第２の
測定対象設定と上りリンク電力制御に関するパラメータ設定に基づいて第２のパスロス及
び第２の上りリンク送信電力を計算する。すなわち、端末１０２は、上りリンクグラント
を検出した下りリンクサブフレームが第１のサブセットに含まれるか第２のサブセットに
含まれるかによって、第１の上りリンク送信電力で上りリンク信号を送信するか第２の上
りリンク送信電力で上りリンク信号を送信するかを制御することができる。
【０１４９】
　なお、第１のサブセットは、Ｐ－ＢＣＨ（Physical Broadcast Channel）とＰＳＳ（Pr
imary Synchronization Signal）とＳＳＳ（Secondary Synchronization Signal）が含ま
れる下りリンクサブフレームで構成されてもよい。また、第２のサブセットは、Ｐ－ＢＣ
Ｈ、ＰＳＳ、ＳＳＳを含まないサブフレームで構成されてもよい。
【０１５０】
　別の観点から考えると、例えば基地局１０１と通信を行う端末１０２を端末Ａ、ＲＲＨ
１０３と通信を行う端末１０２を端末Ｂとした場合、端末Ａのダイナミックな上りリンク
信号の送信制御を第１のサブフレームサブセットでのみ行い、また端末Ｂのダイナミック
な上りリンク信号の送信制御を第２のサブフレームサブセットでのみ行う。つまり、基地
局１０１は、端末１０２に基地局１０１向けの上りリンク信号の送信を行わせたい場合に
は、上りリンクグラントを第１のサブフレームサブセットに含めて端末１０２へ通知し、
端末１０２にＲＲＨ１０３向けの上りリンク信号の送信を行わせたい場合には、第２のサ
ブフレームサブセットに含めて端末１０２へ通知する。さらに、基地局１０１は、上りリ
ンクグラントに含まれる上りリンク信号の送信電力制御の補正値であるＴＰＣコマンドを
利用することで、基地局１０１向けまたはＲＲＨ１０３向けの上りリンク信号の送信電力
制御を行うことができる。基地局１０１は、上りリンクグラントを通知するサブフレーム
サブセットによって上りリンクグラントに含まれるＴＰＣコマンドの値を基地局１０１向
けまたはＲＲＨ１０３向けに設定する。すなわち、基地局１０１は、基地局１０１向けの
上りリンク送信電力を高くしたい場合には、第１のサブフレームサブセットのＴＰＣコマ
ンドの電力補正値を高く設定し、ＲＲＨ１０３向けの上りリンク送信電力を低くしたい場
合には、第２のサブフレームサブセットのＴＰＣコマンドの電力補正値を低くなるように
設定する。基地局１０１は、端末Ａに対しては、第１のサブフレームサブセットによって
上りリンク信号の送信および上りリンク送信電力制御を行い、端末Ｂに対しては、第２の
サブフレームサブセットによって上りリンク信号の送信および上りリンク送信電力制御を
行う。つまり、基地局１０１は、第１のサブフレームサブセットのＴＰＣコマンド（送信
電力制御コマンド）の電力補正値を第１の値に設定し、第２のサブフレームサブセットの
ＴＰＣコマンドの電力補正値を第２の値に設定することでセル間の上りリンク送信電力制
御を行う。基地局１０１は、第１の値を第２の値よりも電力補正値が高くなるように設定
してもよい。
【０１５１】
　一例として、端末１０２が、第１の制御チャネル領域で上りリンクグラントを検出した
場合には、第１の測定対象設定と上りリンク電力制御に関するパラメータ設定に基づいて
第１のパスロス及び第１の上りリンク送信電力を計算し、上りリンクグラントを第２の制
御チャネルで検出した場合には、第２の測定対象設定と上りリンク電力制御に関するパラ
メータ設定に基づいて第２のパスロス及び第２の上りリンク送信電力を計算する。つまり
、端末１０２は、上りリンクグラントを検出した制御チャネル領域から第１の上りリンク
送信電力で上りリンク信号を送信するか第２の上りリンク送信電力で上りリンク信号を送
信するかを制御することができる。
【０１５２】
　別の観点から考えると、例えば基地局１０１と通信を行う端末１０２を端末Ａ、ＲＲＨ
１０３と通信を行う端末１０２を端末Ｂとした場合、端末Ａのダイナミックな上りリンク
信号の送信制御を第１の制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）領域でのみ行い、また端末Ｂのダイ
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ナミックな上りリンク信号の送信制御を第２の制御チャネル（Ｘ－ＰＤＣＣＨ）領域での
み行う。つまり、基地局１０１は、端末１０２に基地局１０１向けの上りリンク信号の送
信を行なわせたい場合には、上りリンクグラントを第１の制御チャネル領域に含めて端末
１０２へ通知し、端末１０２にＲＲＨ１０３向けの上りリンク信号の送信を行なわせたい
場合には、第２の制御チャネル領域に含めて端末１０２へ通知する。さらに、基地局１０
１は、上りリンクグラントに含まれる上りリンク信号の送信電力制御の補正値であるＴＰ
Ｃコマンドを利用することで、基地局１０１向けまたはＲＲＨ１０３向けの上りリンク信
号の送信電力制御を行うことができる。基地局１０１は、上りリンクグラントを通知する
制御チャネル領域によって上りリンクグラントに含まれるＴＰＣコマンドの値を基地局１
０１向けまたはＲＲＨ１０３向けに設定する。すなわち、基地局１０１は、基地局１０１
向けの上りリンク送信電力を高くしたい場合には、第１の制御チャネル領域のＴＰＣコマ
ンドの電力補正値を高く設定し、ＲＲＨ１０３向けの上りリンク送信電力を低くしたい場
合には、第２の制御チャネル領域のＴＰＣコマンドの電力補正値を低くなるように設定す
る。基地局１０１は、端末Ａに対しては、第１の制御チャネル領域によって上りリンク信
号の送信および上りリンク送信電力制御を行い、端末Ｂに対しては、第２の制御チャネル
によって上りリンク信号の送信および上りリンク送信電力制御を行う。つまり、基地局１
０１は、第１の制御チャネル領域のＴＰＣコマンド（送信電力制御コマンド）の電力補正
値を第１の値に設定し、第２の制御チャネル領域のＴＰＣコマンドの電力補正値を第２の
値に設定することでセル間の上りリンク送信電力制御を行う。基地局１０１は、第１の値
を第２の値よりも電力補正値が高くなるように設定してもよい。
【０１５３】
　また、第３の実施形態では、基地局１０１は第１および第２の測定対象設定を含む無線
リソース制御信号を端末１０２へ通知し、上りリンク電力制御に関するパラメータの設定
を含む無線リソース制御信号を端末１０２へ通知する。また、端末１０２は、第１の測定
対象設定に含まれる第１の測定対象と上りリンク電力制御に関するパラメータの設定に基
づいて第１のパスロスおよび第１の上りリンク送信電力を計算し、第２の測定対象設定に
含まれる第２の測定対象と上りリンク電力制御に関するパラメータの設定に基づいて第２
のパスロスおよび第２の上りリンク送信電力を計算し、第１または第２の上りリンク送信
電力において上りリンク信号を基地局１０１へ送信する。
【０１５４】
　図１を用いて説明すると、基地局１０１とＲＲＨ１０３はキャリアアグリゲーションを
行っており、上り、下りとも中心周波数の異なるキャリアコンポーネント（Ｃａｒｒｉｅ
ｒ　Ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ，ＣＣ，Ｃｅｌｌ、セル）を２つ有して通信を行っているとする
。これらを第１のキャリアコンポーネント、第２のキャリアコンポーネントと呼び、基地
局１０１およびＲＲＨ１０３はこれらキャリアコンポーネントを使用し、個別の通信およ
び協調通信が可能であるとする。第１のキャリアコンポーネントが基地局１０１と端末１
０２間の通信に使用され、第２のキャリアコンポーネントがＲＲＨ１０３と端末１０２間
の通信に使用されるとする。つまり、下りリンク１０５または上りリンク１０６は、第１
のキャリアコンポーネントで接続し、下りリンク１０７または上りリンク１０８は、第２
のキャリアコンポーネントで接続される。この際、端末１０２は、第１のキャリアコンポ
ーネントを通じて下りリンク１０５から上りリンクグラントを検出した場合、第１のキャ
リアコンポーネントを通じて第１の上りリンク送信電力で上りリンク１０６への送信を行
い、第２のキャリアコンポーネントを通じて下りリンク１０７から上りリンクグラントを
検出した場合、第２の上りリンク送信電力で第２のキャリアコンポーネントを通じて上り
リンク１０８への送信を行なうことができる。また、端末１０２は検出した上りリンクグ
ラントにキャリアインディケータが含まれている場合には、キャリアインディケータによ
って示されたキャリア（セル、プライマリーセル、セカンダリーセル、サービングセルイ
ンデックス）と関連付けられたパスロス参照リソースを用いてパスロスおよび上りリンク
送信電力を算出してもよい。
【０１５５】
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　また、基地局１０１は、基地局１０１と通信を行なう端末１０２と、ＲＲＨ１０３と通
信を行なう端末１０２を異なるキャリアコンポーネントでスケジューリングし、それぞれ
のキャリアコンポーネントに対して第１もしくは第２の測定対象設定を設定することで、
端末１０２に対して適切な上りリンク送信電力制御を行なうように制御することができる
。
【０１５６】
　図１を用いて説明すると、端末１０２は、基地局１０１に対して上りリンク信号を送信
する上りリンクサブフレームサブセットとＲＲＨ１０３に対して上りリンク信号を送信す
る上りリンクサブフレームサブセットが設定される。つまり、端末１０２は、基地局１０
１への上りリンク信号の送信タイミングとＲＲＨ１０３への上りリンク信号の送信タイミ
ングを異なるタイミングにすることによって、端末１０２から送信される上りリンク信号
が他の端末１０２への干渉元にならないように制御される。ここで、基地局１０１へ上り
リンク信号を送信するサブフレームサブセットを第１のサブセット、ＲＲＨ１０３へ上り
リンク信号を送信するサブフレームサブセットを第２のサブセットとすると、端末１０２
は、上りリンク１０６を第１のサブセットで送信し、上りリンク１０８を第２のサブセッ
トで送信する。端末１０２は、第１のサブセットで上りリンク信号を送信する場合には、
第１の測定対象設定と上りリンク電力制御に関するパラメータの設定を用いて、第１のパ
スロスおよび第１の上りリンク送信電力を計算し、第２のサブセットで上りリンク信号を
送信する場合には、第２の測定対象設定と上りリンク電力制御に関するパラメータの設定
を用いて、第２のパスロスを計算し、第２の上りリンク送信電力を計算することができる
。
【０１５７】
　また、基地局１０１は、基地局１０１と端末１０２が通信するタイミングとＲＲＨ１０
３と端末１０２が通信するタイミング（サブフレームサブセット）を異なるタイミング（
サブフレームサブセット）にし、それぞれのサブセットに対して適切な上りリンク送信電
力制御を行なうことによって、上りリンク１０６または上りリンク１０８に対して適切な
上りリンク送信電力を端末１０２に設定することができる。
【０１５８】
　図１を用いて説明すると、端末１０２は、上りリンクグラントを検出した制御チャネル
領域が第１の制御チャネル領域であるか第２の制御チャネル領域であるかによって、上り
リンクグラントを検出したタイミングで上りリンク１０６または上りリンク１０８で送信
するタイミングを判断することができる。つまり、端末１０２は、サブフレームｎの第１
の制御チャネル領域で上りリンクグラントを検出した場合には、サブフレームｎ＋４で第
１の上りリンク送信電力で上りリンク信号を基地局１０１へ送信することができる。また
、端末１０２は、サブフレームｎ＋１の第２の制御チャネル領域で上りリンクグラントを
検出した場合には、サブフレームｎ＋５で第２の上りリンク送信電力で上りリンク信号を
ＲＲＨ１０３へ送信することができる。
【０１５９】
　端末１０２は、第１の制御チャネル領域で上りリンクグラントを検出した場合には、上
りリンク１０６に対して第１の上りリンク送信電力で上りリンク信号を送信し、第２の制
御チャネル領域で上りリンクグラントを検出した場合には、上りリンク１０８に対して第
２の上りリンク送信電力で上りリンク信号を送信することができる。
【０１６０】
　また、基地局１０１は、下りリンク１０５および１０７において第１の制御チャネル領
域と第２の制御チャネル領域において適切に上りリンクグラントをスケジューリングする
ことによって、上りリンク１０６または上りリンク１０８に対して適切な上りリンク送信
電力を端末１０２に設定することができる。
【０１６１】
　このように、端末１０２は、上りリンクグラントを検出する周波数リソースやタイミン
グによって基地局１０１向けの上りリンク送信とＲＲＨ１０３向けの上りリンク送信を分
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離することができるため、上りリンク送信電力が大きく異なる端末同士が設定された場合
でも互いの端末１０２が他の端末１０２への干渉元にならないように制御できる。
【０１６２】
　（第３の実施形態の変形例１）
　次に、第３の実施形態の変形例１について説明する。第３の実施形態の変形例１では、
基地局１０１は、上りリンク電力制御に関するパラメータの設定に、パスロスの計算に使
用する参照信号（例えばセル固有参照信号または伝送路状況測定用参照信号）および測定
対象のリソース（もしくはアンテナポート）を指定することができる。また、パスロスの
計算に使用する参照信号は、第１の実施形態または第２の実施形態で示された第１もしく
は第２の測定対象設定で示されてもよい。以下にパスロスの計算に使用する参照信号およ
び測定対象のリソースの設定方法の詳細を説明する。
【０１６３】
　基地局１０１とＲＲＨ１０３はキャリアアグリゲーションを行っており、上り、下りと
も中心周波数の異なるキャリアコンポーネント（Ｃａｒｒｉｅｒ　Ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ，
ＣＣ，Ｃｅｌｌ、セル）を２つ有して通信を行っているとする。これらを第１のキャリア
コンポーネント、第２のキャリアコンポーネントと呼び、基地局１０１およびＲＲＨ１０
３はこれらキャリアコンポーネントを使用し、個別の通信および協調通信が可能であると
する。また、基地局１０１は、第１のキャリアコンポーネントをプライマリーセル、第２
のキャリアコンポーネントをセカンダリーセルとして設定してもよい。基地局１０１は、
プライマリーセルとセカンダリーセルに対して、パスロス参照リソースとしてインデック
スなどを用いてパスロスの計算に利用する参照信号のリソースを指定してもよい。ここで
、パスロス参照リソースとは、パスロスを計算するために使用する（参照する）参照信号
および測定対象のリソース（もしくはアンテナポート）を指し示す情報要素のことであり
、第１の実施形態または第２の実施形態にて示された第１の測定対象設定または第２の測
定対象設定に設定された測定対象のことである。そこで基地局１０１は、パスロス参照リ
ソースにより上りリンク送信電力の算出に用いるパスロスとその計算に用いる測定対象（
参照信号およびアンテナポートインデックスまたは測定インデックス）を関連付けてもよ
い。またパスロス参照リソースは、第１の実施形態または第２の実施形態で示されたセル
固有参照信号のアンテナポートインデックス０または伝送路状況測定用参照信号のＣＳＩ
－ＲＳアンテナポート（もしくはＣＳＩ－ＲＳ測定インデックス）であってもよい。さら
に具体的に説明するとパスロス参照リソースにより指定されるインデックスが０のときは
、セル固有参照信号のアンテナポートインデックス０を示し、その他の値の場合には伝送
路状況測定用参照信号のＣＳＩ－ＲＳ測定インデックスやＣＳＩ－ＲＳアンテナポートイ
ンデックスに関連付けられてもよい。さらに前述するパスロス参照リソースは図２２で説
明したpathlossReferenceと関連付けられてもよい。つまりpathlossReferenceで第２のキ
ャリアコンポーネント（SCell、セカンダリーセル）が指定され、パスロス参照リソース
で伝送路状況測定用参照信号のＣＳＩ－ＲＳ測定インデックス１が指定された場合には、
第２のキャリアコンポーネントに含まれるＣＳＩ－ＲＳ測定インデックス１に相当するリ
ソースを元にパスロスの計算を行い、上りリンク送信電力を算出してもよい。別の例では
pathlossReferenceで第１のキャリアコンポーネント（PCell、プライマリーセル）が指定
され、パスロス参照リソースで伝送路状況測定用参照信号のＣＳＩ－ＲＳ測定インデック
ス１が指定された場合には、第１のキャリアコンポーネントに含まれるＣＳＩ－ＲＳ測定
インデックス１に相当するリソースを元にパスロスを計算し、上りリンク送信電力を算出
してもよい。また、端末１０２は検出した上りリンクグラントにキャリアインディケータ
が含まれている場合には、キャリアインディケータによって示されたキャリア（セル、プ
ライマリーセル、セカンダリーセル、サービングセルインデックス）と関連付けられたパ
スロス参照リソースを用いてパスロスおよび上りリンク送信電力を算出してもよい。
【０１６４】
　以上前述の手順に従うことによって端末１０２は、基地局１０１によって通知されるパ
スロス参照リソースの通知内容に基づいてパスロスを計算し、そのパスロスと上りリンク
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電力制御に関するパラメータの設定に基づいて上りリンク送信電力を計算することができ
る。
【０１６５】
　図２４は、パスロス参照リソースの詳細を示す図である。パスロス参照リソースは、（
プライマリーセル）端末固有上りリンク電力制御に関するパラメータの設定およびセカン
ダリーセル端末固有上りリンク電力制御に関するパラメータの設定に追加される情報要素
である。また、パスロス参照リソースでは、測定対象設定で設定されるパスロス測定に使
用される下りリンク参照信号（測定対象）が指定される。基地局１０１は、端末１０２に
対して第１の実施形態または第２の実施形態で示される測定対象設定によって指示される
測定対象を、パスロス参照リソースを用いて指定することができる。つまり、基地局１０
１は、プライマリーセル（第１のキャリアコンポーネント、ＰＣｅｌｌ）およびセカンダ
リーセル（第２のキャリアコンポーネント、ＳＣｅｌｌ）に対してパスロス測定に使用す
る測定リソースを測定対象設定で設定される測定対象から選択することができ、端末１０
２はその指示に従って、プライマリーセルおよびセカンダリーセルにおける上りリンク送
信電力を計算するためのパスロスの計算を行ない、そのパスロス及び上りリンク電力制御
に関するパラメータの設定に基づいてプライマリーセルまたはセカンダリーセルへの上り
リンク送信電力を計算することができる。
【０１６６】
　別の観点から考えると、例えば基地局１０１と通信を行う端末１０２を端末Ａ、ＲＲＨ
１０３と通信を行う端末１０２を端末Ｂとした場合、端末Ａのダイナミックな上りリンク
信号の送信制御をプライマリーセルでのみ行い、また端末Ｂのダイナミックな上りリンク
信号の送信制御をセカンダリーセルでのみ行う。つまり、基地局１０１は、端末１０２に
基地局１０１向けの上りリンク信号の送信を行わせたい場合には、上りリンクグラントを
プライマリーセルに含めて端末１０２へ通知し、端末１０２にＲＲＨ１０３向けの上りリ
ンク信号の送信を行わせたい場合には、セカンダリーセルに含めて端末１０２へ通知する
。さらに、基地局１０１は、上りリンクグラントに含まれる上りリンク信号の送信電力制
御の補正値であるＴＰＣコマンドを利用することで、基地局１０１向けまたはＲＲＨ１０
３向けの上りリンク信号の送信電力制御を行うことができる。基地局１０１は、上りリン
クグラントを通知するセル（キャリアコンポーネント、コンポーネントキャリア）によっ
て上りリンクグラントに含まれるＴＰＣコマンドの値を基地局１０１向けまたはＲＲＨ１
０３向けに設定する。すなわち、基地局１０１は、基地局１０１向けの上りリンク送信電
力を高くしたい場合には、プライマリーセルのＴＰＣコマンドの電力補正値を高く設定し
、ＲＲＨ１０３向けの上りリンク送信電力を低くしたい場合には、セカンダリーセルのＴ
ＰＣコマンドの電力補正値を低くなるように設定する。基地局１０１は、端末Ａに対して
は、プライマリーセルによって上りリンク信号の送信および上りリンク送信電力制御を行
い、端末Ｂに対しては、セカンダリーセルによって上りリンク信号の送信および上りリン
ク送信電力制御を行う。つまり、基地局１０１は、プライマリーセルのＴＰＣコマンド（
送信電力制御コマンド）の電力補正値を第１の値に設定し、セカンダリーセルのＴＰＣコ
マンドの電力補正値を第２の値に設定することでセル間の上りリンク送信電力制御を行う
。この際、第１の値と第２の値は、異なる値に設定されてもよい。また、基地局１０１は
、第１の値を第２の値よりも電力補正値が高くなるように設定してもよい。
【０１６７】
　図２５は、端末１０２が上りリンクグラントを検出したタイミングによるパスロス参照
リソースの詳細を示す図である。基地局１０１は、端末１０２に対して２つ以上のパスロ
ス参照リソース（第１のパスロス参照リソース、第２のパスロス参照リソース）を設定で
きる。ここで、第２のパスロス参照リソースは、追加変更リストによって随時追加可能な
パラメータである。パスロス参照リソースは、測定対象設定で設定される測定対象と関連
付けされている。例えば、測定対象には、上りリンクグラント検出サブフレームサブセッ
ト（上りリンクグラント検出パターン）が設定されており、上りリンクグラント検出パタ
ーンに含まれる下りリンクサブフレームで上りリンクグラントを検出した場合には、端末
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１０２は、上りリンクグラント検出サブフレームサブセットと関連付けられた測定対象を
用いてパスロスを計算し、そのパスロスに基づいて上りリンク送信電力を計算する。つま
り、端末１０２は、パスロス参照リソースが複数（第１のパスロス参照リソースおよび第
２のパスロス参照リソース）設定された場合には、上りリンクグラント検出サブフレーム
サブセットをパスロス参照リソースと関連付ける。さらに具体的に述べると、第１のパス
ロス参照リソースと第１のサブフレームサブセットを関連付ける。また第２のパスロス参
照リソースと第２のサブフレームサブセットを関連付ける。さらにパスロス参照リソース
から、上りリンク送信電力の計算の基となる測定対象設定を選択し、この測定対象設定で
指定された測定対象の受信信号電力に基づいて計算したパスロスを基に上りリンク送信電
力を計算する。一例では第１のパスロス参照リソースは第１の測定対象設定、つまりセル
固有参照信号のアンテナポート０を指定し、これは基地局１０１から送信されていてもよ
い、また第２のパスロス参照リソースは第２の測定対象設定、つまり伝送路状況測定用参
照信号のアンテナポート１５を指定し、これはＲＲＨ１０３から送信されていてもよい。
従って上りリンクグラントを検出するサブフレームに従って異なる測定対象が参照され、
結果として上りリンク信号が第１のサブフレームサブセットで検出された場合は基地局１
０１に適した送信電力が設定され、上りリンク信号が第２のサブフレームサブセットで検
出された場合はＲＲＨ１０３に適した送信電力が設定されることとなる。すなわち、上り
リンクグラントを検出するタイミングで、パスロス計算に使用する測定対象を切り替えて
適切な上りリンク送信電力制御を行なうことができる。
【０１６８】
　第２のパスロス参照リソースは、パスロス参照リソース追加変更リストから追加可能な
パスロス参照リソースのことである。つまり、基地局１０１は、１つのセル（例えば、プ
ライマリーセル）に対して複数のパスロス参照リソースを定義することができる。基地局
１０１は、端末１０２に対して同時に複数のパスロス参照リソースに対するパスロスの計
算を行なうように指示することができる。また、第２のパスロス参照リソースを追加する
場合には、パスロス参照リソース追加変更リストによってパスロス参照リソースＩＤと測
定対象を設定し、随時追加することができる。複数のパスロス参照リソースに対してパス
ロスを計算する必要がなくなった場合には、パスロス参照リソース削除リストによって、
不要なパスロス参照リソースを削除することができる。この場合の第２のパスロスの計算
方法について例をあげる。第２のパスロス参照リソースはパスロス参照リソース追加変更
リストの中に複数の第１もしくは第２の測定対象設定、つまり例えば伝送路状況測定用参
照信号のアンテナポート１５、１６など指定することがある。この場合には伝送路状況測
定用参照信号のアンテナポート１５および１６の受信信号電力に基づいて第２のパスロス
が計算されてもよい。この場合、アンテナポート１５から算出されるパスロスとアンテナ
ポート１６から算出されるパスロスの平均をとり、第２のパスロスとしてもよいし、２つ
のパスロス値の内大きな方もしくは小さな方を取り第２のパスロスとしてもよい。また２
つのパスロスを線形処理したのち第２のパスロスとしてもよい。また上記はセル固有参照
信号のアンテナポート０と伝送路状況測定用参照信号のアンテナポート１５でもよい。さ
らに別の例では、第２のパスロス参照リソースはパスロス参照リソース追加変更リストの
中に複数の第２の測定対象設定、つまり伝送路状況測定用参照信号のアンテナポート１５
、１６など指定することがある。この場合には伝送路状況測定用参照信号のアンテナポー
ト１５および１６の受信信号電力に基づいて第２のパスロス、第３のパスロスが計算され
てもよい。この場合、第１のパスロス、第２のパスロス、第３のパスロスは第１のサブフ
レームサブセット、第２のサブフレームサブセット、第３のサブフレームサブセットにそ
れぞれ関連付けられてもよい。
【０１６９】
　また、第１および第２のパスロス参照リソースに含まれる、測定対象は、第１の実施形
態または第２の実施形態で示されたセル固有参照信号のアンテナポート０またはＣＳＩ－
ＲＳアンテナポートインデックス（ＣＳＩ－ＲＳ測定インデックス）であってもよい。
【０１７０】
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　また測定対象には、上りリンクグラント検出パターンが含まれてもよい。また、上りリ
ンクグラント検出パターンは、図１４の測定オブジェクト中の測定オブジェクトＥＵＴＲ
Ａに含まれる測定サブフレームパターン(MeasSubframePattern-r10)が利用されてもよい
。
【０１７１】
　また、ここでは、測定対象と上りリンクグラント検出パターンを関連付けたが、別の例
として測定対象には、上りリンクグラント検出パターンを含まず、測定対象と測定レポー
トの送信タイミングを関連付けてもよい。つまり、端末１０２は、測定対象の測定結果を
基地局１０１へ通知するサブフレームパターンと関連付けても良く、そのサブフレームパ
ターンと関連付けられた下りリンクサブフレームで上りリンクグラントを検出した場合に
、その測定対象でパスロスを計算し、上りリンク送信電力を計算することができる。
【０１７２】
　ここでは、プライマリーセル端末固有上りリンク電力制御に関するパラメータの設定に
追加された場合に対して説明したが、セカンダリーセルでも同様の設定を追加することは
可能である。ただし、セカンダリーセルの場合、パスロス参照（pathlossReference-r10
）が設定されており、プライマリーセルかセカンダリーセルのいずれかに含まれた参照信
号に基づいてパスロスの計算を行なう。つまり、プライマリーセルが選択された場合には
、プライマリーセル端末固有上りリンク電力制御に関するパラメータの設定のパスロス参
照リソースに基づいてパスロスの計算が行われる。また、セカンダリーセルが選択された
場合には、セカンダリーセル端末固有上りリンク電力制御に関するパラメータの設定のパ
スロス参照リソースに基づいてパスロスの計算が行われる。さらに前述するパスロス参照
リソースはパスロス参照（pathlossReference-r10）と関連付けられてもよい。つまりパ
スロス参照（pathlossReference-r10）で第２のキャリアコンポーネント（SCell、セカン
ダリーセル）が指定され、パスロス参照リソースで伝送路状況測定用参照信号のＣＳＩ－
ＲＳ測定インデックス１が指定された場合には、第２のキャリアコンポーネントに含まれ
るＣＳＩ－ＲＳ測定インデックス１に相当するリソースを元にパスロスの計算を行い、上
りリンク送信電力を算出してもよい。また、別の例ではパスロス参照（pathlossReferenc
e-r10）において第１のキャリアコンポーネント（PCell、プライマリーセル）が指定され
、パスロス参照リソースにおいて伝送路状況測定用参照信号のＣＳＩ－ＲＳ測定インデッ
クス１が指定された場合には、第１のキャリアコンポーネントに含まれるＣＳＩ－ＲＳ測
定インデックス１に相当するリソースを元にパスロスの計算を行い、上りリンク送信電力
を算出してもよい。
【０１７３】
　別の観点から考えると、例えば基地局１０１と通信を行う端末１０２を端末Ａ、ＲＲＨ
１０３と通信を行う端末１０２を端末Ｂとした場合、端末Ａのダイナミックな上りリンク
信号の送信制御を第１のサブフレームサブセットでのみ行い、また端末Ｂのダイナミック
な上りリンク信号の送信制御を第２のサブフレームサブセットでのみ行う。つまり、基地
局１０１は、端末１０２に基地局１０１向けの上りリンク信号の送信を行わせたい場合に
は、上りリンクグラントを第１のサブフレームサブセットに含めて端末１０２へ通知し、
端末１０２にＲＲＨ１０３向けの上りリンク信号の送信を行わせたい場合には、第２のサ
ブフレームサブセットに含めて端末１０２へ通知する。さらに、基地局１０１は、上りリ
ンクグラントに含まれる上りリンク信号の送信電力制御の補正値であるＴＰＣコマンドを
利用することで、基地局１０１向けまたはＲＲＨ１０３向けの上りリンク信号の送信電力
制御を行うことができる。基地局１０１は、上りリンクグラントを通知するサブフレーム
サブセットによって上りリンクグラントに含まれるＴＰＣコマンドの値を基地局１０１向
けまたはＲＲＨ１０３向けに設定する。すなわち、基地局１０１は、基地局１０１向けの
上りリンク送信電力を高くしたい場合には、第１のサブフレームサブセットのＴＰＣコマ
ンドの電力補正値を高く設定し、ＲＲＨ１０３向けの上りリンク送信電力を低くしたい場
合には、第２のサブフレームサブセットのＴＰＣコマンドの電力補正値を低くなるように
設定する。例えば、ＴＰＣコマンドに複数の値（第１の値、第２の値など）が設定されて
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いる場合、基地局１０１は、通信状況に応じて、第１のサブフレームサブセットのＴＰＣ
コマンドの電力補正値に第１の値を選択し、第２のサブフレームサブセットのＴＰＣコマ
ンドの電力補正値に第２の値を選択するように制御してもよい。基地局１０１は、端末Ａ
に対しては、第１のサブフレームサブセットによって上りリンク信号の送信および上りリ
ンク送信電力制御を行い、端末Ｂに対しては、第２のサブフレームサブセットによって上
りリンク信号の送信および上りリンク送信電力制御を行う。つまり、基地局１０１は、第
１のサブフレームサブセットのＴＰＣコマンド（送信電力制御コマンド）の電力補正値を
第１の値に設定し、第２のサブフレームサブセットのＴＰＣコマンドの電力補正値を第２
の値に設定することでセル間の上りリンク送信電力制御を行う。この際、基地局１０１は
、第１の値と第２の値を異なる値に設定してもよい。基地局１０１は、第１の値を第２の
値よりも電力補正値が高くなるように設定してもよい。
【０１７４】
　図２６は、端末１０２が上りリンクグラントを検出する制御チャネル領域によるパスロ
ス参照リソースの詳細を示す図である。図２５同様、基地局１０１は、端末１０２に対し
て２つ以上のパスロス参照リソース（第１のパスロス参照リソース、第２のパスロス参照
リソース）を設定できる。ここで、第２のパスロス参照リソースは、追加変更リストによ
って随時追加可能なパラメータである。パスロス参照リソースは、測定対象設定で設定さ
れる測定対象と関連付けされている。例えば、測定対象には、上りリンクグラント検出領
域（第１の制御チャネル領域、第２の制御チャネル領域）が設定されており、上りリンク
グラント検出領域に含まれる下りリンク制御チャネル領域で上りリンクグラントを検出し
た場合には、端末１０２は、上りリンクグラント検出領域と関連付けられた測定対象を用
いてパスロスを計算し、そのパスロスに基づいて上りリンク送信電力を計算する。つまり
、端末１０２は、パスロス参照リソースが複数（第１のパスロス参照リソースおよび第２
のパスロス参照リソース）設定された場合には、上りリンクグラント検出領域をパスロス
参照リソースと関連付ける。さらに具体的に述べると、第１のパスロス参照リソースと第
１の制御チャネル領域を関連付ける。また第２のパスロス参照リソースと第２の制御チャ
ネル領域を関連付ける。さらにパスロス参照リソースから、上りリンク送信電力の計算の
基となる測定対象設定を選択し、この測定対象設定で指定された測定対象の受信信号電力
に基づいて計算したパスロスを基に上りリンク送信電力を計算する。これにより、端末１
０２は、上りリンクグラントを検出した領域によって、測定対象に応じて計算された上り
リンク送信電力で上りリンク信号を送信することができる。さらに複数の第２の測定対象
設定が第２のパスロス参照リソースと関連付けられた場合の第２のパスロスの計算方法に
ついて例をあげる。第２のパスロス参照リソースはパスロス参照リソース追加変更リスト
の中に複数の第１もしくは第２の測定対象設定、つまり例えば伝送路状況測定用参照信号
のアンテナポート１５、１６など指定することがある。この場合には伝送路状況測定用参
照信号のアンテナポート１５および１６の受信信号電力に基づいて第２のパスロスが計算
されてもよい。この場合、アンテナポート１５から算出されるパスロスとアンテナポート
１６から算出されるパスロスの平均をとり、第２のパスロスとしてもよいし、２つのパス
ロス値の内大きな方もしくは小さな方を取り第２のパスロスとしてもよい。また２つのパ
スロスを線形処理したのち第２のパスロスとしてもよい。また上記はセル固有参照信号の
アンテナポート０と伝送路状況測定用参照信号のアンテナポート１５でもよい。さらに別
の例では、第２のパスロス参照リソースはパスロス参照リソース追加変更リストの中に複
数の第２の測定対象設定、つまり伝送路状況測定用参照信号のアンテナポート１５、１６
など指定することがある。この場合には伝送路状況測定用参照信号のアンテナポート１５
および１６の受信信号電力に基づいて第２のパスロス、第３のパスロスが計算されてもよ
い。この場合、第１のパスロス、第２のパスロス、第３のパスロスは第１のサブフレーム
サブセット、第２のサブフレームサブセット、第３のサブフレームサブセットにそれぞれ
関連付けられてもよい。
【０１７５】
　また、パスロス測定リソースは、第１の実施形態または第２の実施形態で示されたセル
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固有参照信号アンテナポート０またはＣＳＩ－ＲＳアンテナポートインデックス（ＣＳＩ
－ＲＳ測定インデックス）であってもよい。
【０１７６】
　別の観点から考えると、例えば基地局１０１と通信を行う端末１０２を端末Ａ、ＲＲＨ
１０３と通信を行う端末１０２を端末Ｂとした場合、端末Ａのダイナミックな上りリンク
信号の送信制御を第１の制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）領域でのみ行い、また端末Ｂのダイ
ナミックな上りリンク信号の送信制御を第２の制御チャネル（Ｘ－ＰＤＣＣＨ）領域での
み行う。つまり、基地局１０１は、端末１０２に基地局１０１向けの上りリンク信号の送
信を行わせたい場合には、上りリンクグラントを第１の制御チャネル領域に含めて端末１
０２へ通知し、端末１０２にＲＲＨ１０３向けの上りリンク信号の送信を行わせたい場合
には、第２の制御チャネル領域に含めて端末１０２へ通知する。さらに、基地局１０１は
、上りリンクグラントに含まれる上りリンク信号の送信電力制御の補正値であるＴＰＣコ
マンドを利用することで、基地局１０１向けまたはＲＲＨ１０３向けの上りリンク信号の
送信電力制御を行うことができる。基地局１０１は、上りリンクグラントを通知する制御
チャネル領域によって上りリンクグラントに含まれるＴＰＣコマンドの値を基地局１０１
向けまたはＲＲＨ１０３向けに設定する。すなわち、基地局１０１は、基地局１０１向け
の上りリンク送信電力を高くしたい場合には、第１の制御チャネル領域のＴＰＣコマンド
の電力補正値を高く設定し、ＲＲＨ１０３向けの上りリンク送信電力を低くしたい場合に
は、第２の制御チャネル領域のＴＰＣコマンドの電力補正値を低くなるように設定する。
基地局１０１は、端末Ａに対しては、第１の制御チャネル領域によって上りリンク信号の
送信および上りリンク送信電力制御を行い、端末Ｂに対しては、第２の制御チャネルによ
って上りリンク信号の送信および上りリンク送信電力制御を行う。つまり、基地局１０１
は、第１の制御チャネル領域のＴＰＣコマンド（送信電力制御コマンド）の電力補正値を
第１の値に設定し、第２の制御チャネル領域のＴＰＣコマンドの電力補正値を第２の値に
設定することでセル間の上りリンク送信電力制御を行う。この際、第１の値と第２の値は
、異なる値に設定されてもよい。基地局１０１は、第１の値を第２の値よりも電力補正値
が高くなるように設定してもよい。
【０１７７】
　また、第３の実施形態の変形例１では、基地局１０１は、パスロス参照リソースを設定
した上りリンク電力制御に関するパラメータの設定を含む無線リソース制御信号を端末１
０２へ通知し、上りリンクグラントを端末１０２へ通知する。また、端末１０２は、無線
リソース制御信号に含まれる情報に従って、パスロス参照リソースおよび上りリンク電力
制御に関するパラメータの設定に基づいてパスロスおよび上りリンク送信電力を計算し、
上りリンク送信電力において上りリンク信号を基地局１０１へ送信する。
【０１７８】
　また、第３の実施形態の変形例１では、基地局１０１は、第１および第２のパスロス参
照リソースを設定した上りリンク電力制御に関するパラメータの設定を含む無線リソース
制御信号を端末１０２へ通知する。また、端末１０２は、第１のパスロス参照リソースに
基づいて第１のパスロスを計算し、第２のパスロス参照リソースに基づいて第２のパスロ
スを計算し、第１または第２のパスロスと上りリンク電力制御に関するパラメータの設定
に基づいて上りリンク送信電力を計算する。
【０１７９】
　また、第３の実施形態の変形例１では、基地局１０１は、プライマリーセルおよびセカ
ンダリーセル固有のパスロス参照リソースを設定した上りリンク電力制御に関するパラメ
ータの設定を含む無線リソース制御信号を端末１０２へ通知し、上りリンクグラントを端
末１０２へ通知する。また、端末１０２は、プライマリーセルおよびセカンダリーセル固
有のパスロス参照リソースが設定された上りリンク電力制御に関するパラメータの設定を
含む無線リソース制御信号を受信し、プライマリーセルにおいて上りリンクグラントを検
出した場合には、プライマリーセル端末固有上りリンク電力制御に関するパラメータの設
定に含まれたパスロス参照リソースと前記上りリンク電力制御に関するパラメータの設定
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に基づいてパスロスおよび上りリンク送信電力を計算し、セカンダリーセルにおいて上り
リンクグラントを検出した場合には、セカンダリ－セル端末固有上りリンク電力制御に関
するパラメータの設定に含まれたパスロス参照リソースと上りリンク電力制御に関するパ
ラメータの設定に基づいてパスロスおよび上りリンク送信電力を計算し、上りリンクグラ
ントを検出したセルに対して計算して得られた上りリンク送信電力において上りリンク信
号を基地局１０１へ送信する。
【０１８０】
　また、第３の実施形態の変形例１では、基地局１０１は、第１および第２のパスロス参
照リソースを設定した上りリンク電力制御に関するパラメータの設定を含む無線リソース
制御信号を端末１０２へ通知し、上りリンクグラントを端末１０２へ通知する。また、端
末１０２は、無線リソース制御信号に含まれる情報に従って、第１のサブフレームサブセ
ットに含まれる下りリンクサブフレームにおいて上りリンクグラントを検出した場合には
、第１のパスロス参照リソースと上りリンク電力制御に関するパラメータの設定に基づい
てパスロスおよび上りリンク送信電力を計算し、第２のサブフレームサブセットに含まれ
る下りリンクサブフレームにおいて前記上りリンクグラントを検出した場合には、第２の
パスロス参照リソースと前記上りリンク電力制御に関するパラメータの設定に基づいてパ
スロスおよび上りリンク送信電力を計算し、サブフレームサブセットに含まれる上りリン
クサブフレームおよび上りリンク送信電力において上りリンク信号を基地局１０１へ送信
する。
【０１８１】
　また、第３の実施形態の変形例１では、端末１０２は、第１の制御チャネル領域におい
て上りリンクグラントを検出した場合には、第１のパスロス参照リソースと上りリンク電
力制御に関するパラメータの設定に基づいて第１のパスロスおよび第１の上りリンク送信
電力を計算し、第２の制御チャネル領域において上りリンクグラントを検出した場合には
、第２のパスロス参照リソースと上りリンク電力制御に関するパラメータの設定に基づい
て第２のパスロスおよび第２の上りリンク送信電力を計算し、上りリンクグラントを検出
したタイミングに応じて第１または第２の上りリンク送信電力において上りリンク信号を
基地局１０１へ送信する。
【０１８２】
　図１を用いてさらに具体的に説明すると、端末１０２は、パスロス参照リソースが複数
（第１のパスロス参照リソースおよび第２のパスロス参照リソース）設定された場合には
、上りリンクグラントが検出される制御チャネル領域をパスロス参照リソースと関連付け
る。さらに具体的に述べると、第１のパスロス参照リソースと第１の制御チャネル領域を
関連付ける。また第２のパスロス参照リソースと第２の制御チャネル領域を関連付ける。
さらにパスロス参照リソースから、上りリンク送信電力の計算の基となる測定対象設定を
選択し、この測定対象設定で指定された測定対象の受信信号電力に基づいて計算したパス
ロスを基に上りリンク送信電力を計算する。一例では第１のパスロス参照リソースは第１
の測定対象設定、つまりセル固有参照信号のアンテナポート０を指定し、これは基地局１
０１から送信されていてもよい、また第２のパスロス参照リソースは第２の測定対象設定
、つまり伝送路状況測定用参照信号のアンテナポート１５を指定し、これはＲＲＨ１０３
から送信されていてもよい。従って上りリンクグラントを検出する制御チャネル領域に従
って異なる測定対象が参照され、結果として上りリンク信号が第１の制御チャネル領域で
検出された場合は基地局１０１に適した送信電力が設定され、上りリンク信号が第２の制
御チャネル領域で検出された場合はＲＲＨ１０３に適した送信電力が設定されることとな
る。すなわち、上りリンクグラントを検出する制御チャネル領域に応じて、パスロス計算
に使用する測定対象を切り替えて適切な上りリンク送信電力制御を行なうことができる。
また制御チャネル領域に応じて異なる測定対象を参照することで、前述したサブフレーム
パターンを基地局から端末１０２に通知する必要もなくなる。
【０１８３】
　また別の例では、基地局またはＲＲＨ１０３に対して適切な上りリンク送信電力制御を
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行なうために、基地局１０１は、端末１０２に対して種々の上りリンク電力制御に関する
パラメータ設定の再設定を行なうことができる。前述した通り基地局１０１は、基地局も
しくはＲＲＨへの送信に適切な上りリンク送信電力制御を行なうためには、第１の測定対
象設定によるパスロス測定か第２の測定対象設定によるパスロス測定かを切り替える必要
がある。しかしながら端末１０２が数十から数百サブフレームのオーダーで基地局または
ＲＲＨのいずれか一方にのみ通信を行い、その切り替えは準静的に行われる場合、上記測
定対象設定（第１の測定対象設定、第２の測定対象設定）と上記パスロス参照リソースに
関するパラメータの設定を更新することで、適切な上りリンク送信電力制御を行なうこと
ができる。つまり図２５や図２６記載の第１のパスロス参照リソースのみを設定し、適切
な設定を行えば、基地局１０１もしくはＲＲＨ１０３へ適切な送信電力を設定することが
可能となる。
【０１８４】
　（第３の実施形態の変形例２）
　また、第３の実施形態の変形例２では、端末１０２は、複数の上りリンク電力制御に関
するパラメータの設定が設定され、各々の上りリンク電力制御に関するパラメータの設定
を用いて種々の上りリンク信号（ＰＵＳＣＨ、ＰＵＣＣＨ、ＳＲＳ）の上りリンク送信電
力（PPUSCH, PPUCCH, PSRS）を計算することができる。
【０１８５】
　第３の実施形態の変形例２では、基地局１０１は、複数の上りリンク電力制御に関する
パラメータの設定（例えば、第１の上りリンク電力制御に関するパラメータの設定および
第２の上りリンク電力制御に関するパラメータの設定）を設定し、端末１０２へ通知する
。端末１０２は、通知された情報に従って、第１の上りリンク電力制御に関するパラメー
タの設定に基づいてパスロスを計算し、そのパスロスと第１の上りリンク電力制御に関す
るパラメータの設定に基づいて上りリンク送信電力を計算する。また、端末１０２は、第
２の上りリンク電力制御に関するパラメータの設定に基づいてパスロスを計算し、そのパ
スロスと第２の上りリンク電力制御に関するパラメータの設定に基づいて上りリンク送信
電力を計算する。ここで、第１の上りリンク電力制御に関するパラメータの設定に基づい
て計算される上りリンク送信電力を第１の上りリンク送信電力、第２の上りリンク電力制
御に関するパラメータの設定に基づいて計算される上りリンク送信電力を第２の上りリン
ク送信電力とする。
【０１８６】
　端末１０２は、上りリンクグラントを検出した周波数リソースやタイミングによって、
第１の上りリンク送信電力において上りリンク信号を送信するのか第２の上りリンク送信
電力において上りリンク信号を送信するのかを制御する。
【０１８７】
　基地局１０１は、第１の上りリンク電力制御に関するパラメータの設定と第２の上りリ
ンク電力制御に関するパラメータの設定それぞれに含まれる情報要素を個別に設定しても
よい。例えば、図２７から図３０を用いて具体的に説明すると、図２７は、本願の本実施
形態における第２の上りリンク電力制御に関するパラメータの設定の一例を示す図である
。第２の上リンク電力制御に関するパラメータの設定は、第２の（プライマリー）セル固
有上りリンク電力制御に関するパラメータの設定－ｒ１１と第２のセカンダリーセル固有
上りリンク電力制御に関するパラメータの設定－ｒ１１と第２の（プライマリーセル）端
末固有上りリンク電力制御に関するパラメータの設定－ｒ１１と第２のセカンダリーセル
端末固有上りリンク電力制御に関するパラメータの設定－ｒ１１から構成される。なお、
第１の上りリンク電力制御に関するパラメータの設定は、図２２および図２４に示された
ものと同様である。また、本願の本実施形態においては、第１の（プライマリー）セル固
有上りリンク電力制御に関するパラメータの設定－ｒ１１と第１のセカンダリーセル固有
上りリンク電力制御に関するパラメータの設定－ｒ１１と第１の（プライマリーセル）端
末固有上りリンク電力制御に関するパラメータの設定－ｒ１１と第１のセカンダリーセル
端末固有上りリンク電力制御に関するパラメータの設定－ｒ１１が含まれ得る。
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【０１８８】
　図２８は、各無線リソース設定に含まれる第１の上りリンク電力制御に関するパラメー
タの設定と第２の上りリンク電力制御に関するパラメータの設定の一例を示す図である。
（プライマリー）セル固有無線リソース設定には、第１の（プライマリー）セル固有上り
リンク電力制御に関するパラメータの設定と第２の（プライマリー）セル固有上りリンク
電力制御に関するパラメータの設定－ｒ１１が含まれている。さらには、（プライマリー
）セル固有上りリンク電力制御に関するパラメータの設定－ｒ１１が含まれ得る。また、
セカンダリーセル固有無線リソース設定には、第１のセカンダリーセル固有上りリンク電
力制御に関するパラメータの設定と第２のセカンダリーセル固有上りリンク電力制御に関
するパラメータの設定－ｒ１１が含まれている。さらには、セカンダリ－セル固有上りリ
ンク電力制御に関するパラメータの設定－ｒ１１が含まれ得る。また、（プライマリーセ
ル）端末固有物理設定には、第１の（プライマリーセル）端末固有上りリンク電力制御に
関するパラメータの設定と第２の（プライマリーセル）端末固有上りリンク電力制御に関
するパラメータの設定－ｒ１１が含まれている。また、セカンダリーセル端末固有物理設
定には、第１のセカンダリーセル端末固有上りリンク電力制御に関するパラメータの設定
と第２のセカンダリーセル端末固有上りリンク電力制御に関するパラメータの設定－ｒ１
１が含まれている。また、（プライマリーセル）端末固有物理設定は、（プライマリーセ
ル）端末固有無線リソース設定（ＲａｄｉｏＲｅｓｏｕｒｃｅＣｏｆｉｇＤｅｄｉｃａｔ
ｅｄ）に含まれる。また、セカンダリーセル端末固有物理設定は、セカンダリーセル端末
固有無線リソース設定（ＲａｄｉｏＲｅｓｏｕｒｃｅＣｏｎｆｉｇＤｅｄｉｃａｔｅｄＳ
Ｃｅｌｌ－ｒ１０）に含まれる。なお前述するセル固有無線リソース設定および端末固有
無線リソース設定は、第２の実施例で述べたＲＲＣコネクションリコンフィグレーション
（ＲＲＣＣｏｎｎｅｃｔｉｏｎＲｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ）やＲＲＣリエスタブリ
ッシュメント（ＲＲＣＣｏｎｎｅｃｔｉｏｎＲｅｅｓｔａｂｌｉｓｈｍｅｎｔ）に含まれ
てもよい。なお前述するセカンダリーセル固有無線リソース設定およびセカンダリーセル
端末固有無線リソース設定は、第２の実施例で述べたＳＣｅｌｌ追加変更リストに含まれ
てもよい。なお前述するセル固有無線リソース設定および端末固有無線リソース設定は、
ＲＲＣ信号（Dedicated signaling）を通じて端末１０２毎に設定されてもよい。なお、
ＲＲＣコネクションリコンフィグレーションおよびＲＲＣリエスタブリッシュメントは、
ＲＲＣメッセージを通じて端末毎に設定されてもよい。
【０１８９】
　図２９は、第２のセル固有上りリンク電力制御に関するパラメータの設定の一例を示す
図である。第２の（プライマリー）セル固有上りリンク電力制御に関するパラメータの設
定－ｒ１１または第２のセカンダリーセル固有上りリンク電力制御に関するパラメータの
設定－ｒ１１に含まれる情報要素は、図２９に示した情報要素がすべて含まれて設定され
てもよい。また、第２の（プライマリー）セル固有上りリンク電力制御に関するパラメー
タの設定－ｒ１１または第２のセカンダリーセル固有上りリンク電力制御に関するパラメ
ータの設定－ｒ１１に含まれる情報要素は、図２９に示した情報要素のうち少なくとも一
つの情報要素のみが含まれて設定されてもよい。また、第２の（プライマリー）セル固有
上りリンク電力制御に関するパラメータの設定－ｒ１１または第２のセカンダリーセル固
有上りリンク電力制御に関するパラメータの設定－ｒ１１に含まれる情報要素は、一つも
含まれてなくてもよい。この場合には、基地局１０１は、解放を選択し、その情報を端末
１０２へ通知する。また、第２のセル固有上りリンク電力制御に関するパラメータの設定
で設定されなかった情報要素は、第１のセル固有上りリンク電力制御に関するパラメータ
の設定と共通であってもよい。
【０１９０】
　図３０は、第１の端末固有上りリンク電力制御に関するパラメータの設定と第２の端末
固有上りリンク電力制御に関するパラメータの設定の一例を示す図である。第１のプライ
マリーセル／セカンダリーセル端末固有上りリンク電力制御に関するパラメータの設定に
は、パスロス参照リソースが設定される。また、第２のプライマリーセル／セカンダリー
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セル端末固有上りリンク電力制御に関するパラメータの設定には、図２２で示した情報要
素に加え、パスロス参照リソースが設定される。第２の（プライマリーセル）端末固有上
りリンク電力制御に関するパラメータの設定－ｒ１１または第２のセカンダリーセル端末
固有上りリンク電力制御に関するパラメータの設定－ｒ１１に含まれる情報要素は、図３
０に示した情報要素がすべて含まれて設定されてもよい。また、第２の（プライマリーセ
ル）端末固有上りリンク電力制御に関するパラメータの設定－ｒ１１または第２のセカン
ダリーセル端末固有上りリンク電力制御に関するパラメータの設定－ｒ１１に含まれる情
報要素は、図３０に示した情報要素のうち少なくとも一つの情報要素のみが含まれて設定
されてもよい。また、第２の（プライマリーセル）端末固有上りリンク電力制御に関する
パラメータの設定－ｒ１１または第２のセカンダリーセル端末固有上りリンク電力制御に
関するパラメータの設定－ｒ１１に含まれる情報要素は、一つも含まれてなくてもよい。
この場合には、基地局１０１は、解放を選択し、その情報を端末１０２へ通知する。また
、第２の端末固有上りリンク電力制御に関するパラメータの設定で設定されなかった情報
要素は、第１の端末固有上りリンク電力制御に関するパラメータの設定と共通であっても
よい。つまり、第２の端末固有上りリンク電力制御に関するパラメータの設定においてパ
スロス参照リソースが設定されなかった場合には、第１の端末固有上りリンク電力制御に
関するパラメータの設定にて設定されているパスロス参照リソースに基づいてパスロスの
計算を行う。
【０１９１】
　パスロス参照リソースは、第３の実施形態（図２４）で示したものと同じであってもよ
い。つまり、パスロス参照リソースを指示する測定対象は、セル固有参照信号アンテナポ
ート０または、ＣＳＩ－ＲＳアンテナポートインデックス（ＣＳＩ－ＲＳ測定インデック
ス）と関連付けられたインデックスと関連付けられてもよい（図３１）。また、パスロス
参照リソースは、図３２または図３３のように示されてもよい。図３２は、パスロス参照
リソースの一例（例１）を示す図である。パスロス参照リソースとして複数の測定対象が
設定される。端末１０２は、これらの測定症のうち少なくとも一つを用いてパスロスの計
算を行うことができる。図３３は、パスロス参照リソースの別の一例（例２）を示す図で
ある。パスロス参照リソースに追加される測定対象は、追加変更リストによって追加され
てもよい。また、測定対象の追加数は、最大測定対象ＩＤによって決定されてもよい。測
定対象ＩＤは、測定オブジェクトＩＤによって決定されてもよい。つまり、追加する測定
対象数は、測定対象設定数と同じであってもよい。また、削除リストによって、不要にな
った測定対象を削除することができる。なお上記は第３の実施例および第３の実施例の変
形例１にも当てはまる。さらに複数の第１および第２の測定対象設定がパスロス参照リソ
ースと関連付けられた場合のパスロスの計算方法について例をあげる。パスロス参照リソ
ースはパスロス参照リソース追加変更リストの中に複数の第１および第２の測定対象設定
、つまり伝送路状況測定用参照信号のアンテナポート１５、１６など指定することがある
。この場合には伝送路状況測定用参照信号のアンテナポート１５および１６の受信信号電
力に基づいて第２のパスロスが計算されてもよい。この場合、アンテナポート１５から算
出されるパスロスとアンテナポート１６から算出されるパスロスの平均をとり、第２のパ
スロスとしてもよいし、２つのパスロス値の内大きな方もしくは小さな方を取り第２のパ
スロスとしてもよい。また２つのパスロスを線形処理したのち第２のパスロスとしてもよ
い。また上記はセル固有参照信号のアンテナポート０と伝送路状況測定用参照信号のアン
テナポート１５でもよい。さらに別の例では、第２のパスロス参照リソースはパスロス参
照リソース追加変更リストの中に複数の第２の測定対象設定、つまり伝送路状況測定用参
照信号のアンテナポート１５、１６など指定することがある。この場合には伝送路状況測
定用参照信号のアンテナポート１５および１６の受信信号電力に基づいて第２のパスロス
、第３のパスロスが計算されてもよい。この場合、第１のパスロス、第２のパスロス、第
３のパスロスは第１のサブフレームサブセット、第２のサブフレームサブセット、第３の
サブフレームサブセットにそれぞれ関連付けられてもよい。また、基地局１０１は、第１
のサブフレームサブセット内で通知する上りリンクグラントに含まれるＴＰＣコマンド（
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送信電力制御コマンド）に対しては、第１の値を設定し、第１のサブフレームサブセット
内で通知する上りリンクグラントに含まれるＴＰＣコマンドに対しては、第１の値とは異
なる第２の値が設定してもよい。つまり、ＴＰＣコマンド第１の値は、第１のサブフレー
ムサブセットに、ＴＰＣコマンド第２の値は、第２のサブフレームサブセットに関連付け
られてもよい。この際、第１の値と第２の値は、異なる値に設定されてもよい。つまり、
基地局１０１は、第１の値を第２の値よりも高い値に設定してもよい。また、第１の値お
よび第２の値は、ＴＰＣコマンドの電力補正値である。
【０１９２】
　一例として下りリンクサブフレームが第１のサブセットおよび第２のサブセットに分け
られているものと考える。ところで上りリンクグラントがサブフレームn（nは自然数）で
受信された場合、端末１０２はサブフレームn+4で上りリンク信号の送信を行うため、お
のずと上りリンクサブフレームも第１のサブセットおよび第２のサブセットに分けられて
いるものと考える。第１のサブセットと第１の上りリンク電力制御に関するパラメータの
設定を関連付け、第２のサブセットと第２の上りリンク電力制御に関するパラメータの設
定を関連付けてもよい。つまり、端末１０２は、第１のサブセットに含まれる下りリンク
サブフレームにおいて上りリンクグラントを検出した場合には、第１の上りリンク電力制
御に関するパラメータの設定に含まれる種々の情報要素と、第１の上りリンク電力制御に
関するパラメータの設定に含まれるパスロス参照リソース（測定対象）に基づいてパスロ
スを計算し、第１の上りリンク送信電力を計算する。また、端末１０２は、第２のサブセ
ットに含まれる下りリンクサブフレームにおいて上りリンクグラントを検出した場合には
、第２の上りリンク電力制御に関するパラメータの設定に含まれる種々の情報要素と、第
２の上りリンク電力制御に関するパラメータの設定に含まれるパスロス参照リソース（測
定対象）に基づいてパスロスを計算し、第２の上りリンク送信電力を計算する。
【０１９３】
　また、一例として上りリンクグラントが含まれる制御チャネル領域と上りリンク電力制
御に関するパラメータの設定が関連付けられる。すなわち、基地局１０１は、端末１０２
がどの制御チャネル領域（第１の制御チャネル領域、第２の制御チャネル領域）で上りリ
ンクグラントを検出したかによって、上りリンク送信電力を計算するために用いる上りリ
ンク電力制御に関するパラメータの設定を切り替えることができる。つまり、端末１０２
は、第１の制御チャネル領域で上りリンクグラントを検出した場合には、第１の上りリン
ク電力制御に関するパラメータの設定を用いてパスロスを計算し、上りリンク送信電力を
計算する。また、第２の制御チャネル領域で上りリンクグラントを検出した場合には、第
２の上りリンク電力制御に関するパラメータの設定を用いてパスロスを計算し、上りリン
ク送信電力を計算する。
【０１９４】
　第３の実施形態の変形例２では、基地局１０１は、第１および第２の上りリンク電力制
御に関するパラメータの設定を端末１０２へ通知する。一例では端末１０２は、通知され
た情報に従って、第１の上りリンク電力制御に関するパラメータの設定に基づいてパスロ
ス（第１のパスロス）を計算し、第１のパスロスと第１の上りリンク電力制御に関するパ
ラメータの設定に基づいて第１の上りリンク送信電力を計算する。また、端末１０２は、
第２の上りリンク電力制御に関するパラメータの設定に基づいてパスロス（第２のパスロ
ス）を計算し、第２のパスロスと第２の上りリンク電力制御に関するパラメータの設定に
基づいて第２の上りリンク送信電力を計算する。つまり第１の上りリンク送信電力は常に
第１の上りリンク電力制御に関するパラメータの設定で通知された測定対象を元に計算さ
れ、第２の上りリンク送信電力は常に第２の上りリンク電力制御に関するパラメータの設
定で通知された測定対象を元に計算されてもよい。また端末１０２は、上りリンクグラン
トを検出した周波数リソースやタイミングによって、前述した第１の上りリンク送信電力
において上りリンク信号を送信するのか前述した第２の上りリンク送信電力において上り
リンク信号を送信するのかを制御してもよい。
【０１９５】
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　この様に、第１および第２の上りリンク送信電力は、第１および第２の上りリンク電力
制御に関するパラメータの設定と固定的に関連付けられてもよい。
【０１９６】
　また、第３の実施形態の変形例２では、基地局１０１は、第１および第２の上りリンク
電力制御に関するパラメータの設定を含む無線リソース制御信号を端末１０２へ通知し、
上りリンクグラントを端末１０２へ通知する。また、端末１０２は、第１の上りリンク電
力制御に関するパラメータの設定に基づいて第１のパスロスおよび第１の上りリンク送信
電力を計算し、第２の上りリンク電力制御に関するパラメータの設定に基づいて第２のパ
スロスおよび第２の上りリンク送信電力を計算し、上りリンクグラントを検出した場合に
は、第１または第２の上りリンク送信電力において上りリンク信号を送信する。また、基
地局１０１は、第１のサブフレームサブセットで上りリンクグラントを通知する場合には
、ＴＰＣコマンドの値を第１の値に設定し、第２のサブフレームサブセットで上りリンク
グラントを通知する場合には、ＴＰＣコマンドの値を第２の値に設定する。例えば、第１
の値は、第２の値よりも電力補正値が高くなるように設定されてもよい。また、基地局１
０１は、第１のサブフレームサブセット内の上りリンクサブフレームで送信された上りリ
ンク信号を復調し、第２のサブフレームサブセット内の上りリンクサブフレームで送信さ
れた上りリンク信号については復調処理を行わないように上りリンク信号の復調処理を行
うこともできる。
【０１９７】
　複数の上りリンク電力制御に関するパラメータの設定を設定することで、端末１０２は
、基地局１０１またはＲＲＨ１０３に対して適切な上りリンク電力制御に関するパラメー
タの設定を選択することができ、基地局１０１またはＲＲＨ１０３に対して適切な上りリ
ンク送信電力の上りリンク信号を送信することができる。さらに具体的に説明すると、第
１と第２の上りリンク電力制御に関するパラメータの設定に含まれる情報要素にうち少な
くとも１種類の情報要素を異なる値として設定することができる。例えば、セル内のフラ
クショナル送信電力制御に用いられる減衰係数であるαを基地局１０１と端末１０２間と
ＲＲＨ１０３と端末１０２間で異なる制御を行いたい場合には、第１の上りリンク電力制
御に関するパラメータの設定を基地局１０１向けの送信電力制御、第２の上りリンク電力
制御に関するパラメータの設定をＲＲＨ１０３向けの送信電力制御として関連付けること
でそれぞれの設定に含まれるαを適切なαとして設定することができる。つまり、基地局
１０１と端末１０２間とＲＲＨ１０３と端末１０２間とで異なるフラクショナル送信電力
制御を行うことができる。同様にＰＯ＿ＮＯＭＩＮＡＬ＿ＰＵＳＣＨ，ｃやＰＯ＿ＵＥ＿

ＰＵＳＣＨ、ｃを第１と第２の上りリンク電力制御に関するパラメータの設定の中で異な
る値に設定することにより、基地局１０１と端末１０２間とＲＲＨ１０３と端末１０２間
とでＰＵＳＣＨの標準電力を異なる値とすることができる。その他のパラメータに関して
も同様のことが行える。
【０１９８】
　また、図１を用いて説明すると、端末１０２は、上りリンク１０６に対して、第１の上
りリンク電力制御に関するパラメータの設定を用いてパスロスおよび上りリンク送信電力
を計算し、その送信電力において上りリンク信号を送信するように制御されてもよい。上
りリンク１０８に対して、第２の上りリンク電力制御に関するパラメータの設定を用いて
パスロスおよび上りリンク送信電力を計算し、その送信電力において上りリンク信号を送
信するように制御されてもよい。
【０１９９】
　（第４の実施形態）
　次に、第４の実施形態について説明する。第４の実施形態では、基地局１０１が、端末
１０２に対して基地局１０１またはＲＲＨ１０３との接続処理に必要なパラメータの設定
方法について説明する。
【０２００】
　同じキャリアコンポーネント、同じタイミング（上りリンクサブフレーム）で基地局（
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マクロ基地局）１０１向けの上りリンク送信電力の上りリンク信号の送信とＲＲＨ１０３
向けの上りリンク送信電力の上りリンク信号の送信が行われると、符号間干渉、帯域外輻
射による干渉、所望ダイナミックレンジの拡大などの問題が生じる。
【０２０１】
　基地局１０１は、基地局１０１向けの上りリンク信号の送信とＲＲＨ１０３向けの上り
リンク信号の送信を時間方向で分離するように端末１０２を制御する。つまり、基地局１
０１は、端末１０２が基地局１０１へ上りリンク信号を送信するタイミングとＲＲＨ１０
３へ上りリンク信号を送信するタイミングと、が異なるように各上りリンク信号（ＰＵＳ
ＣＨ、ＰＵＣＣＨ（ＣＱＩ、ＰＭＩ、ＳＲ、ＲＩ、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ）、ＵＬ　ＤＭＲＳ
、ＳＲＳ、ＰＲＡＣＨ）の送信タイミングを設定する。すなわち、基地局１０１は、各上
りリンク信号に対して基地局１０１向けとＲＲＨ１０３向けの送信が重複しないように設
定する。なお種々の上りリンク物理チャネルは、前述する各上りリンク信号（ＰＵＳＣＨ
、ＰＵＣＣＨ（ＣＱＩ、ＰＭＩ、ＳＲ、ＲＩ、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ）、ＵＬ　ＤＭＲＳ、Ｓ
ＲＳ、ＰＲＡＣＨ）のうち少なくとも一つ（または１種類）の上りリンク物理チャネル（
上りリンク信号）を含んでいる。
【０２０２】
　基地局１０１は、基地局１０１向けの上りリンク信号の送信タイミング（上りリンクサ
ブフレーム）のサブセットとＲＲＨ１０３向けの上りリンク信号の送信タイミング（上り
リンクサブフレーム）のサブセットを設定し、そのサブセットに応じて各端末１０２をス
ケジューリングしてもよい。
【０２０３】
　また、基地局１０１は、基地局１０１向けに送信される上りリンク信号とＲＲＨ１０３
向けに送信される上りリンク信号に設定される送信電力が適切に行われるように、上りリ
ンク電力制御に関するパラメータの設定も基地局１０１向けとＲＲＨ１０３向けとで適切
に設定する。つまり、基地局１０１は、端末１０２に対して適切な上りリンク送信電力制
御を行うことができる。
【０２０４】
　まず、基地局１０１の時間方向における制御について説明する。基地局１０１向けの上
りリンクサブフレームサブセットを第１の上りリンクサブセット、ＲＲＨ１０３向けの上
りリンクサブフレームサブセットを第２の上りリンクサブセットとすると、基地局１０１
は、端末１０２が基地局１０１と接続するかＲＲＨ１０３と接続するかによって各上りリ
ンク信号を第１のサブセットか第２のサブセットのいずれかに含まれるように種々のパラ
メータの値を設定する。
【０２０５】
　各上りリンク信号の送信サブフレームと送信周期の設定について説明する。ＣＱＩ（Ch
annel Quality Indicator）とＰＭＩ（Precoding Matrix Indicator）はＣＱＩ－ＰＭＩ
設定インデックス（cqi-pmi-ConfigIndex）によって送信サブフレームと送信周期が設定
される。また、ＲＩ（Rank Indicator）は、ＲＩ設定インデックスによって送信サブフレ
ームと送信周期が設定される。また、ＳＲＳ（Sounding Reference Signal）は、セル固
有ＳＲＳサブフレーム設定（srs-SubframeConfig）でセル固有のＳＲＳ送信サブフレーム
（送信サブフレームと送信周期）が設定され、端末固有ＳＲＳ設定インデックス（srs-Co
nfigIndex）によって、セル固有のＳＲＳ送信サブフレームのサブセットである端末固有
のＳＲＳ送信サブフレームが設定される。ＰＲＡＣＨは、ＰＲＡＣＨ設定インデックス（
prach-ConfigIndex）によって送信サブフレームが設定される。また、ＳＲ（Scheduling 
Request）は、ＳＲ設定（sr-ConfigIndex）によって、送信タイミングが設定される。
【０２０６】
　ＣＱＩ－ＰＭＩ設定インデックスとＲＩ設定インデックスは、ＣＱＩレポート設定（CQ
I-ReportConfig）に含まれているＣＱＩレポートピリオディック（CQI-ReportPeriodic）
にて設定される。また、ＣＱＩレポート設定は、物理設定Ｄｅｄｉｃａｔｅｄに含まれて
いる。
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【０２０７】
　セル固有ＳＲＳサブフレーム設定は、セル固有サウンディングＵＬ設定（SoundingRS-U
L-ConfigCommon）で設定され、端末固有ＳＲＳ設定インデックスは、端末固有サウンディ
ングＵＬ設定（SoundingRS-UL-ConfigDedicated）で設定される。セル固有サウンディン
グＵＬ設定は、セル固有無線リソース設定ＳＩＢおよびセル固有無線リソース設定に含ま
れる。端末固有サウンディングＵＬ設定は、端末固有無線リソース設定に含まれる。
【０２０８】
　ＰＲＡＣＨ設定インデックスは、ＰＲＡＣＨ設定情報（PRACH-ConfigInfo）で設定され
る。ＰＲＡＣＨ設定情報は、ＰＲＡＣＨ設定ＳＩＢ（PRACH-ConfigSIB）およびＰＲＡＣ
Ｈ設定（PRACH-Config）に含まれる。ＰＲＡＣＨ設定ＳＩＢは、セル固有無線リソース設
定ＳＩＢに含まれ、ＰＲＡＣＨ設定は、セル固有無線リソース設定に含まれる。
【０２０９】
　ＳＲ設定インデックスは、スケジューリングリクエスト設定（SchedulingRequextConfi
g）に含まれている。スケジューリングリクエスト設定は、物理設定Ｄｅｄｉｃａｔｅｄ
に含まれている。
【０２１０】
　また、ＰＵＳＣＨやアピリオディックＣＳＩ、アピリオディックＳＲＳは、上りリンク
グラントを検出した下りリンクサブフレームと関連付けられた上りリンクサブフレームで
送信されるため、上りリンクグラントを通知するタイミングを制御することによって、基
地局１０１は端末１０２に対して第１の上りリンクサブセットで送信するか第２の上りリ
ンクサブセットで送信するかを制御することができる。
【０２１１】
　基地局１０１は、各上りリンク信号の送信タイミングに関するインデックスを第１の上
りリンクサブセットまたは、第２の上りリンクサブセットに含まれるように設定すること
で、基地局１０１向けの上りリンク信号とＲＲＨ１０３向けの上りリンク信号が互いに干
渉元にならないように端末の上りリンク送信制御を行うことができる。
【０２１２】
　また、各上りリンク信号のリソース割り当て、送信タイミング、送信電力制御は、セカ
ンダリーセルに対しても設定可能である。具体的に述べると、セル／端末固有ＳＲＳ設定
がセカンダリーセル固有に設定される。また、ＰＵＳＣＨの送信タイミングや送信リソー
スは、上りリンクグラントによって指示される。
【０２１３】
　第３の実施形態でも示したように、上りリンク送信電力制御に関するパラメータの設定
については、セカンダリーセル固有に設定可能である。
【０２１４】
　ＰＲＡＣＨの送信電力の制御について説明する。ＰＲＡＣＨは、プリアンブル初期受信
目標電力（preambleInitialReceivedTargetPower）によって、ＰＲＡＣＨの初期送信電力
が計算される。基地局－端末間でランダムアクセスが失敗した場合には、送信電力を一定
量増加して送信する電力ランピングステップ（powerRampingStep）が設定される。また、
電力を増加して送信した物理ランダムアクセスチャネルＰＲＡＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　
Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｈａｎｎｅｌ）によるランダムアクセスが失敗し続け、
端末１０２の最大送信電力またはＰＲＡＣＨの最大送信回数を超えた場合には、端末１０
２はランダムアクセスが失敗したと判断し、ランダムアクセス問題（RAP: Random Access
 Problem）が生じたことを上位層へ通知する。上位層にランダムアクセス問題が通知され
た場合には、無線リソース障害（RLF: Radio Link Failure）が生じたと判断する。
【０２１５】
　セル固有無線リソース設定には、端末１０２の最大送信電力を表すＰ＿ＭＡＸが含まれ
る。また、セカンダリーセル固有無線リソース設定にもＰ＿ＭＡＸが含まれる。基地局１
０１は、プライマリーセルまたはセカンダリーセル固有に端末１０２の最大送信電力を設
定することができる。
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【０２１６】
　また、ＰＵＳＣＨ、ＰＵＣＣＨ、ＳＲＳの上りリンク送信電力については、第３の実施
形態で示した通りである。
【０２１７】
　一例として、基地局１０１は、システム情報で通知されるセル固有／端末固有無線リソ
ース設定および物理設定Ｄｅｄｉｃａｔｅｄに含まれるＰＵＳＣＨ／ＰＵＣＣＨ／ＳＲＳ
／ＰＲＡＣＨの時間軸上の設定（インデックス）は、まず、第１の上りリンクサブフレー
ムサブセットに含まれるように設定する。ＲＲＣ接続確立後、基地局１０１とＲＲＨ１０
３とで端末１０２毎にチャネル測定等を行うことによって端末１０２がどちら（基地局１
０１、ＲＲＨ１０３）に近いのかを把握する。基地局１０１は、測定した端末１０２がＲ
ＲＨ１０３よりも基地局１０１の方に近い、と判断した場合には、特に設定を変えず、測
定した端末１０２が基地局１０１よりもＲＲＨ１０３の方に近い、と判断した場合には、
ＲＲＨ１０３との接続に適した再設定情報（例えば、送信電力制御情報、送信タイミング
情報）をその端末１０２へ通知する。ここで、送信電力制御情報は、各上りリンク信号に
対する送信電力制御の総称である。例えば、上りリンク電力制御に関するパラメータの設
定に含まれる種々の情報要素やＴＰＣコマンドが送信電力制御情報に含まれる。また、送
信タイミング情報は、各上りリンク信号に対する送信タイミングを設定するための情報の
総称である。例えば、送信タイミング情報は、送信タイミングに関する制御情報（ＳＲＳ
サブフレーム設定やＣＱＩ－ＰＭＩ設定インデックスなど）が含まれている。
【０２１８】
　基地局１０１向けまたはＲＲＨ１０３向けの上りリンク信号の送信制御（上りリンク送
信タイミング制御）について説明する。基地局１０１は、各端末の測定結果によって端末
１０２が基地局１０１に近いのかＲＲＨ１０３に近いのか判断する。測定結果（測定レポ
ート）によって、基地局１０１は、端末１０２がＲＲＨ１０３よりも基地局１０１の方に
近い、と判断した場合には、第１の上りリンクサブセットに含まれるように各上りリンク
信号の送信タイミング情報を設定し、送信電力情報を基地局１０１向けに適した値に設定
する。この際、基地局１０１は、端末１０２に対して特に再設定のための情報を通知しな
い場合もある。つまり、初期設定のまま、特に更新しない場合もある。また、基地局１０
１は、端末１０２が基地局１０１よりもＲＲＨ１０３の方に近い、と判断した場合には、
第２の上りリンクサブセットに含まれるように各上りリンク信号の送信タイミング情報を
設定し、送信電力情報をＲＲＨ１０３向けに適した値に設定する。すなわち、基地局１０
１は、送信タイミングを変えることで、基地局１０１向けの上りリンク信号とＲＲＨ１０
３向けの上りリンク信号を制御し、互いの信号が干渉しないように端末を制御することが
できる。ここで、基地局１０１と通信を行う端末１０２を端末Ａ、ＲＲＨ１０３と通信を
行う端末１０２を端末Ｂとする。基地局１０１は、端末Ｂに対しては、端末Ａと送信タイ
ミングが同じにならないように送信タイミングが含まれる種々の設定インデックスを設定
することができる。例えば、端末固有のＳＲＳサブフレーム設定を端末Ａと端末Ｂで異な
る値に設定してもよい。
【０２１９】
　また、第３の実施形態で示したように、基地局１０１は、第１の上りリンクサブセット
と第２の上りリンクサブセットに対してそれぞれ測定対象を関連付けることができる。
【０２２０】
　上記の手順を、より具体的に説明する。基地局１０１および／またはＲＲＨ１０３は、
ＰＲＡＣＨの時間軸上の設定として第１の上りリンクサブセット内のサブフレームを指定
する報知情報を報知する。初期アクセス前の端末１０２あるいはＲＲＣアイドル状態の端
末１０２は、取得された報知情報に基づいて、第１の上りリンクサブセット内のいずれか
のサブフレームにおけるＰＲＡＣＨリソースを用いて初期アクセスを試る。このとき、Ｐ
ＲＡＣＨの送信電力は、基地局１０１あるいは基地局１０１とＲＲＨ１０３とが送信する
ＣＲＳを参照して設定される。そのため、比較的高い送信電力となり、ＰＲＡＣＨは基地
局１０１に到達する。
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【０２２１】
　ランダムアクセス手続きによるＲＲＣ接続確立後あるいはＲＲＣ接続確立手順中に、周
期的ＣＳＩやＡｃｋ／Ｎａｃｋ用の準静的に割り当てられるＰＵＣＣＨリソースと、準静
的に割り当てられるＳＲＳリソースと、準静的に割り当てられるＳＲ用のＰＵＣＣＨリソ
ースとが設定される。ここで、これらのリソースは、すべて第１の上りリンクサブセット
内のサブフレームにおけるリソースが設定される。また、基地局１０１は、第１の上りリ
ンクサブセット内のサブフレームにおけるＰＵＳＣＨや、第１の上りリンクサブセット内
のサブフレームにおけるＰＵＣＣＨでＡｃｋ／Ｎａｃｋを送信するようなＰＤＳＣＨを端
末１０２にスケジューリングする（割り当てる）。このとき、ＰＵＳＣＨやＰＵＣＣＨや
ＳＲＳの送信電力は、基地局１０１あるいは基地局１０１とＲＲＨ１０３とが送信するＣ
ＲＳを参照して設定される。そのため、比較的高い送信電力となり、ＰＵＳＣＨやＰＵＣ
ＣＨやＳＲＳは基地局１０１に到達する。このように、比較的高い送信電力（基地局１０
１と端末１０２との間の損失を補償するような送信電力）で上りリンク送信を行う端末１
０２は、第１の上りリンクサブセット内のサブフレームのみを用いる。
【０２２２】
　次に基地局１０１は、端末１０２が基地局１０１に向けて上りリンク信号を送信すべき
であるか、あるいはＲＲＨ１０３に向けて上りリンク信号を送信すべきであるかを判定（
判断）する。言い換えると、端末１０２が基地局１０１と端末１０２との間の損失を補償
するような送信電力で送信すべきであるか、ＲＲＨ１０３と端末１０２との間の損失を補
償するような送信電力で送信すべきであるかを判定する。この判定基準としては、上記で
説明したように、端末１０２の位置が基地局１０１とＲＲＨ１０３のいずれに近いかを、
測定結果から算出してもよいし、他の判定基準を用いることもできる。例えば、端末１０
２が第１の上りリンクサブセット内のサブフレームで送信したＳＲＳなどの信号をＲＲＨ
１０３が受信し、受信信号の電力に基づいて判定することもできる。基地局１０１が、端
末１０２が基地局１０１に向けて上りリンク信号を送信すべきと判定した場合、第１の上
りリンクサブセット内のサブフレームのみを用いた上りリンク通信を継続する。
【０２２３】
　基地局１０１が、端末１０２がＲＲＨ１０３に向けて上りリンク信号を送信すべきと判
定した場合、これらのリソースにおいて、比較的低い送信電力（ＲＲＨ１０３と端末１０
２との間の損失を補償するような送信電力）で上りリンク送信を行うように、上りリンク
電力制御に関するパラメータが設定される。ここで、送信電力を低くする設定としては、
上記各実施形態で説明した方法を用いることができる。あるいは、閉ループ送信電力制御
を繰り返して徐々に電力を低くする方法や、ハンドオーバ手続きによってシステム情報内
のＣＲＳ電力値や伝搬路損失補償係数αの設定を更新する方法など、他の方法を用いるこ
ともできる。
【０２２４】
　また、基地局１０１が、端末１０２がＲＲＨ１０３に向けて上りリンク信号を送信すべ
きと判定した場合、周期的ＣＳＩやＡｃｋ／Ｎａｃｋ用の準静的に割り当てられるＰＵＣ
ＣＨリソースと、準静的に割り当てられるＳＲＳリソースと、準静的に割り当てられるＳ
Ｒ用のＰＵＣＣＨリソースとが再設定される。ここで、これらのリソースは、すべて第２
の上りリンクサブセット内のサブフレームにおけるリソースが設定される。また、ハンド
オーバ手続き（モビリティ制御手続き）によって、システム情報内のＰＲＡＣＨリソース
の設定を更新する。ここで、ＰＲＡＣＨリソースは、すべて第２の上りリンクサブセット
内のサブフレームにおけるリソースが設定される。また、基地局１０１は、第２の上りリ
ンクサブセット内のサブフレームにおけるＰＵＳＣＨや、第２の上りリンクサブセット内
のサブフレームにおけるＰＵＣＣＨでＡｃｋ／Ｎａｃｋを送信するようなＰＤＳＣＨを端
末１０２にスケジューリングする（割り当てる）。このように、比較的低い送信電力（Ｒ
ＲＨ１０３と端末１０２との間の損失を補償するような送信電力）で上りリンク送信を行
う端末１０２は、第２の上りリンクサブセット内のサブフレームのみを用いる。
【０２２５】
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　以上のように、比較的高い送信電力（基地局１０１と端末１０２との間の損失を補償す
るような送信電力）で上りリンク送信を行う端末１０２は、第１の上りリンクサブセット
内のサブフレームを用い、比較的低い送信電力（ＲＲＨ１０３と端末１０２との間の損失
を補償するような送信電力）で上りリンク送信を行う端末１０２は、第２の上りリンクサ
ブセット内のサブフレームのみを用いる。これにより、基地局１０１が受信するサブフレ
ームとＲＲＨ１０３が受信するサブフレームとを時間軸上で分離することができる。その
ため、受信電力が大きい信号と小さい信号とを同時に受信処理する必要が無くなるため、
干渉を抑制することができる。また、基地局１０１あるいはＲＲＨ１０３における所要ダ
イナミックレンジを狭くすることができる。
【０２２６】
　ここで、キャリアアグリゲーション時の基地局１０１向けまたはＲＲＨ１０３向けの上
りリンク信号の送信制御（上りリンク送信リソース制御）について説明する。基地局１０
１は、端末１０２に対して２つのキャリアコンポーネント（第１のキャリアコンポーネン
ト、第２のキャリアコンポーネント）を設定し、第１のキャリアコンポーネントをプライ
マリーセル、第２のキャリアコンポーネントをセカンダリーセルとして設定した場合を想
定する。測定結果によって、基地局１０１は、端末１０２がＲＲＨ１０３よりも基地局１
０１の方に近い（端末Ａ）、と判断した場合、セカンダリーセルをデアクティベーション
に設定する。つまり、端末Ａは、セカンダリーセルを使用せず、プライマリーセルでのみ
使用して通信を行う。また、基地局１０１は、端末１０２が基地局１０１よりもＲＲＨ１
０３の方に近い（端末Ｂ）、と判断した場合には、セカンダリーセルをアクティベーショ
ンにする。つまり、端末Ｂは、プライマリーセルだけでなく、セカンダリーセルも使用し
て基地局１０１およびＲＲＨ１０３と通信を行う。基地局１０１は、端末Ｂのセカンダリ
ーセルの設定に対してＲＲＨ１０３向けの送信に適したリソース割り当て、送信電力制御
を設定する。つまり、基地局１０１は、端末Ｂに対してセカンダリーセルのパスロス測定
はＲＲＨから送信されることを想定してパスロス計算および上りリンク送信電力を計算す
るように制御する。ただし、端末Ｂがセカンダリーセルを介して送信する上りリンク信号
は、ＰＵＳＣＨ、ＰＵＳＣＨ復調用ＵＬ　ＤＭＲＳ、ＳＲＳである。ＰＵＣＣＨ（ＣＱＩ
、ＰＭＩ、ＲＩ）、ＰＵＣＣＨ復調用ＵＬ　ＤＭＲＳ、ＰＲＡＣＨは、プライマリーセル
を介して送信される。例えば、端末Ｂが上位層によってＰＵＳＣＨとＰＵＣＣＨの同時送
信が許可された場合、プライマリーセルでＰＵＣＣＨを送信し、セカンダリーセルでＰＵ
ＳＣＨを送信するように制御される。この際、端末Ｂは、基地局１０１によってプライマ
リーセルへの送信電力を基地局１０１向けに制御され、セカンダリーセルへの送信電力を
ＲＲＨ１０３向けに制御される。また、端末Ａが上位層によってＰＵＳＣＨとＰＵＣＣＨ
の同時送信が許可された場合、ＰＵＳＣＨとＰＵＣＣＨともにプライマリーセルを介して
送信するように基地局１０１によって制御される。すなわち、基地局１０１は、送信リソ
ースを変えることで、基地局１０１向けの上りリンク信号とＲＲＨ１０３向けの上りリン
ク信号を制御し、互いの信号が干渉しないように端末１０２を制御することができる。
【０２２７】
　また、基地局１０１は、端末Ｂに対しては、ハンドオーバを利用することで、第１のキ
ャリアコンポーネントをセカンダリーセル、第２のキャリアコンポーネントをプライマリ
ーセルとして再設定することができる。この際、端末Ｂは、上述の端末Ａと同様の処理を
行う。つまり、端末Ｂは、セカンダリーセルをデアクティベーションする。つまり、端末
Ｂは、セカンダリーセルを使用せず、プライマリーセルを介してのみＲＲＨ１０３と通信
を行う。この際、端末Ｂは、プライマリーセルを介して、すべての上りリンク信号を送信
するように制御される。また、この際の上りリンク送信電力は、すべてＲＲＨ１０３向け
の上りリンク送信電力制御が行われる。すなわち、ＰＵＳＣＨ、ＰＵＣＣＨ、ＰＲＡＣＨ
、ＳＲＳがＲＲＨ１０３向けの送信電力に再設定される。この際の再設定情報は、ＲＲＣ
コネクションリコンフィグレーションに含まれる。
【０２２８】
　また、基地局１０１は、キャリアコンポーネントまたはセルに対して上りリンク送信電
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力によるアクセス（送信）制限（ac-BarringFactor）を設けることで、第２のキャリアコ
ンポーネントを介して高い送信電力で通信が行われないように端末を制御することができ
る。
【０２２９】
　また、第３の実施形態で示したように、基地局１０１は、第１のキャリアコンポーネン
トと第２のキャリアコンポーネントまたは、プライマリーセルとセカンダリーセルに対し
てそれぞれ測定対象を関連付けることができる。
【０２３０】
　上記の手順を、異なる観点から説明する。基地局１０１とＲＲＨ１０３は、２つの下り
リンクキャリアコンポーネント（コンポーネントキャリア）および２つの上りリンクキャ
リアコンポーネント（コンポーネントキャリア）の部分集合となるキャリアコンポーネン
トの組み合わせを用いて通信を行う。基地局１０１および／またはＲＲＨ１０３は、第２
の下りリンクキャリアコンポーネントにおいて、初期アクセスを制限する（初期アクセス
させないような）報知情報を報知する。一方、第１の下りリンクキャリアコンポーネント
においては、初期アクセスを可能とするような報知情報を報知する（初期アクセスを制限
するような報知情報を報知しない）。初期アクセス前の端末あるいはＲＲＣアイドル状態
の端末１０２は、取得された報知情報に基づいて、第２の上りリンクキャリアコンポーネ
ントではなく、第１の上りリンクキャリアコンポーネントにおけるＰＲＡＣＨリソースを
用いて初期アクセスを試る。このとき、ＰＲＡＣＨの送信電力は、第１の下りリンクキャ
リアコンポーネントにおいて基地局１０１あるいは基地局１０１とＲＲＨ１０３とが送信
するＣＲＳを参照して設定される。そのため、比較的高い送信電力となり、ＰＲＡＣＨは
基地局１０１に到達する。
【０２３１】
　ランダムアクセス手続きによるＲＲＣ接続確立後あるいはＲＲＣ接続確立手順中に、周
期的ＣＳＩやＡｃｋ／Ｎａｃｋ用の準静的に割り当てられるＰＵＣＣＨリソースと、準静
的に割り当てられるＳＲＳリソースと、準静的に割り当てられるＳＲ用のＰＵＣＣＨリソ
ースとが設定される。ここで、これらのリソースは、第１の上りリンクキャリアコンポー
ネントにおけるリソース、すなわちプライマリーセル（ＰＣｅｌｌ：第１の下りリンクキ
ャリアコンポーネントと第１の上りリンクキャリアコンポーネントとを有するセル）にお
けるリソースが設定される。また、基地局１０１は、第１の上りリンクキャリアコンポー
ネントにおけるＰＵＳＣＨ端末１０２にスケジューリングする（割り当てる）。さらに、
端末１０２は、第１の下りリンクキャリアコンポーネントにおけるＰＤＳＣＨに対するＡ
ｃｋ／Ｎａｃｋを、第１の上りリンクキャリアコンポーネントにおけるＰＵＣＣＨを用い
て送信する。このとき、ＰＵＳＣＨやＰＵＣＣＨやＳＲＳの送信電力は、ＰＣｅｌｌにお
いて基地局１０１あるいは基地局１０１とＲＲＨ１０３とが送信するＣＲＳを参照して設
定される。そのため、比較的高い送信電力となり、ＰＵＳＣＨやＰＵＣＣＨやＳＲＳは基
地局１０１に到達する。
【０２３２】
　キャリアアグリゲーションを行う場合は、第２の下りリンクキャリアコンポーネントを
有する（上りリンクキャリアコンポーネントを有しない）セルとしてセカンダリセル（Ｓ
Ｃｅｌｌ）を設定する。ＳＣｅｌｌにおける周期的ＣＳＩやＡｃｋ／Ｎａｃｋ用の準静的
に割り当てられるＰＵＣＣＨリソースは、第１の上りリンクキャリアコンポーネントにお
けるリソース、すなわちＰＣｅｌｌにおけるリソースが設定される。また、端末１０２は
、第２の下りリンクキャリアコンポーネント（ＳＣｅｌｌ）におけるＰＤＳＣＨに対する
Ａｃｋ／Ｎａｃｋを、第１の上りリンクキャリアコンポーネント（ＰＣｅｌｌ）における
ＰＵＣＣＨを用いて送信する。このとき、ＰＵＳＣＨやＰＵＣＣＨやＳＲＳの送信電力は
、ＰＣｅｌｌにおいて基地局１０１あるいは基地局１０１とＲＲＨ１０３とが送信するＣ
ＲＳを参照して設定される。そのため、比較的高い送信電力となり、ＰＵＳＣＨやＰＵＣ
ＣＨやＳＲＳは基地局１０１に到達する。このように、キャリアアグリゲーションを行う
か否かによらず、比較的高い送信電力（基地局１０１と端末１０２との間の損失を補償す
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るような送信電力）で上りリンク送信を行う端末１０２は、第１の上りリンクキャリアコ
ンポーネントのみを用いる。
【０２３３】
　次に、基地局１０１は、端末１０２が基地局１０１に向けて上りリンク信号を送信すべ
きであるか、あるいはＲＲＨ１０３に向けて上りリンク信号を送信すべきであるかを判定
する。言い換えると、端末１０２が基地局１０１と端末１０２との間の損失を補償するよ
うな送信電力で送信すべきであるか、ＲＲＨ１０３と端末１０２との間の損失を補償する
ような送信電力で送信すべきであるかを判定する。この判定基準としては、上記で説明し
た方法を用いることができる。基地局１０１が、端末１０２が基地局１０１に向けて上り
リンク信号を送信すべきと判定した場合、第１の上りリンクキャリアコンポーネントのみ
を用いた上りリンク通信、すなわち第１の下りリンクキャリアコンポーネントと第１の上
りリンクキャリアコンポーネントとを有するセルをＰＣｅｌｌとした通信を継続する。
【０２３４】
　基地局１０１が、端末１０２がＲＲＨ１０３に向けて上りリンク信号を送信すべきと判
定した場合、ハンドオーバ手続きによってＰＣｅｌｌを変更する。すなわち、第１の下り
リンクキャリアコンポーネントと第１の上りリンクキャリアコンポーネントとを有するＰ
Ｃｅｌｌから、第２の下りリンクキャリアコンポーネントと第２の上りリンクキャリアコ
ンポーネントとを有するＰＣｅｌｌに変更する。このハンドオーバ手続の中で、ハンドオ
ーバ後に比較的低い送信電力（ＲＲＨ１０３と端末１０２との間の損失を補償するような
送信電力）で上りリンク送信を行うように、上りリンク電力制御に関するパラメータが設
定される。例えば、システム情報内のＣＲＳ電力値や伝搬路損失補償係数αや上りリンク
送信電力の初期値の設定を更新する方法など、他の方法を用いることもできる。また、初
期アクセスを制限しないようなシステム情報を設定する。
【０２３５】
　また、ＰＣｅｌｌが変更された場合、第２の上りリンクキャリアコンポーネントにおけ
るランダムアクセス手続きが行われ、ＲＲＣ接続が確立される。このランダムアクセス手
続きによるＲＲＣ接続確立後あるいはＲＲＣ接続確立手順中に、周期的ＣＳＩやＡｃｋ／
Ｎａｃｋ用の準静的に割り当てられるＰＵＣＣＨリソースと、準静的に割り当てられるＳ
ＲＳリソースと、準静的に割り当てられるＳＲ用のＰＵＣＣＨリソースとが再設定される
。ここで、これらのリソースは、すべて第２の上りリンクキャリアコンポーネントにおけ
るリソースが設定される。基地局１０１は、第２の上りリンクキャリアコンポーネントに
おけるＰＵＳＣＨや、第２の上りリンクキャリアコンポーネントにおけるＰＵＣＣＨでＡ
ｃｋ／Ｎａｃｋを送信するようなＰＤＳＣＨを端末１０２にスケジューリングする（割り
当てる）。このとき、ＰＵＳＣＨやＰＵＣＣＨやＳＲＳの送信電力は、比較的低い送信電
力（ＲＲＨ１０３と端末１０２との間の損失を補償するような送信電力）となるように、
上りリンク電力制御に関するパラメータが設定される。
【０２３６】
　キャリアアグリゲーションを行う場合は、第１の下りリンクキャリアコンポーネントを
有する（上りリンクキャリアコンポーネントを有しない）セルとしてＳＣｅｌｌを設定す
る。ＳＣｅｌｌにおける周期的ＣＳＩやＡｃｋ／Ｎａｃｋ用の準静的に割り当てられるＰ
ＵＣＣＨリソースは、第２の上りリンクキャリアコンポーネントにおけるリソース、すな
わちＰＣｅｌｌにおけるリソースが設定される。また、端末１０２は、ＳＣｅｌｌにおけ
るＰＤＳＣＨに対するＡｃｋ／Ｎａｃｋを、第２の上りリンクキャリアコンポーネントに
おけるＰＵＣＣＨを用いて送信する。このとき、ＰＵＣＣＨの送信電力は、比較的低い送
信電力（ＲＲＨ１０３と端末１０２との間の損失を補償するような送信電力）となるよう
に、上りリンク電力制御に関するパラメータが設定される。このように、キャリアアグリ
ゲーションを行うか否かによらず、比較的低い送信電力（ＲＲＨ１０３と端末１０２との
間の損失を補償するような送信電力）で上りリンク送信を行う端末１０２は、第２の上り
リンクキャリアコンポーネントのみを用いる。
【０２３７】
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　以上のように、比較的高い送信電力（基地局１０１と端末１０２との間の損失を補償す
るような送信電力）で上りリンク送信を行う端末１０２は、第１の上りリンクキャリアコ
ンポーネントを用い、比較的低い送信電力（ＲＲＨ１０３と端末１０２との間の損失を補
償するような送信電力）で上りリンク送信を行う端末１０２は、第２の上りリンクキャリ
アコンポーネントのみを用いる。これにより、基地局１０１が受信するサブフレームとＲ
ＲＨ１０３が受信するサブフレームとを周波数軸上で分離することができる。そのため、
受信電力が大きい信号と小さい信号とを同時に受信処理する必要が無くなるため、干渉を
抑制することができる。また、基地局１０１あるいはＲＲＨ１０３における所要ダイナミ
ックレンジを狭くすることができる。
【０２３８】
　ここで、上りリンクグラントが含まれる制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）領域による基地局
１０１向けまたはＲＲＨ１０３向けの上りリンク信号の送信制御（上りリンク信号送信電
力制御）について説明する。基地局１０１は、測定結果からある端末（端末Ａ）が基地局
１０１に近いと判断した場合、端末Ａのダイナミックな上りリンク信号の送信制御を第１
の制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）領域でのみ行う。また、基地局１０１は、測定結果からあ
る端末（端末Ｂ）がＲＲＨ１０３に近いと判断した場合、端末Ｂのダイナミックな上りリ
ンク信号の送信制御を第２の制御チャネル（Ｘ－ＰＤＣＣＨ）領域でのみ行う。つまり、
基地局１０１は、端末１０２に基地局１０１向けの上りリンク信号の送信を行わせたい場
合には、上りリンクグラントを第１の制御チャネル領域に含めて端末１０２へ通知し、端
末１０２にＲＲＨ１０３向けの上りリンク信号の送信を行わせたい場合には、第２の制御
チャネル領域に含めて端末１０２へ通知する。さらに、基地局１０１は、上りリンクグラ
ントに含まれる上りリンク信号の送信電力制御の補正値であるＴＰＣコマンドを利用する
ことで、基地局１０１向けまたはＲＲＨ１０３向けの上りリンク信号の送信電力制御を行
うことができる。基地局１０１は、上りリンクグラントを通知する制御チャネル領域によ
って上りリンクグラントに含まれるＴＰＣコマンドの値を基地局１０１向けまたはＲＲＨ
１０３向けに設定する。すなわち、基地局１０１は、基地局１０１向けの上りリンク送信
電力を高くしたい場合には、第１の制御チャネル領域のＴＰＣコマンドの電力補正値を高
く設定し、ＲＲＨ１０３向けの上りリンク送信電力を低くしたい場合には、第２の制御チ
ャネル領域のＴＰＣコマンドの電力補正値を低くなるように設定する。基地局１０１は、
端末Ａに対しては、第１の制御チャネル領域によって上りリンク信号の送信および上りリ
ンク送信電力制御を行い、端末Ｂに対しては、第２の制御チャネルによって上りリンク信
号の送信および上りリンク送信電力制御を行う。つまり、基地局１０１は、基地局１０１
向けのＴＰＣコマンド（送信電力制御コマンド）を第１の値に設定し、ＲＲＨ１０３向け
のＴＰＣコマンド（送信電力制御コマンド）を第２の値に設定することで上りリンク信号
の送信電力制御を行う。基地局１０１は、第１の値を第２の値よりも電力補正値が高くな
るように設定してもよい。
【０２３９】
　また、第３の実施形態で示したように、基地局１０１は、第１の制御チャネル領域と第
２の制御チャネル領域に対してそれぞれ測定対象を関連付けることができる。
【０２４０】
　また、第４の実施形態では、基地局１０１は、システム情報に含まれる物理ランダムア
クセスチャネルの送信タイミング情報を第１のサブフレームサブセット内のサブフレーム
に設定し、種々の上りリンク物理チャネルの送信タイミング情報を第１のサブフレームサ
ブセット内のサブフレームに設定し、一部の端末１０２に対して無線リソース制御情報の
再設定を行う場合に、無線リソース制御信号に含まれる物理ランダムアクセスチャネルの
送信タイミング情報を、第１のサブフレームサブセットとは異なる第２のサブフレームサ
ブセット内のサブフレームに設定するとともに、種々の上りリンク物理チャネルの送信タ
イミング情報を第２のサブフレームサブセット内のサブフレームに設定する。
【０２４１】
　さらに、基地局１０１は、第１のサブフレームサブセットに関連付けて、種々の上りリ
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ンク信号の送信電力制御情報を第１の送信電力制御情報として設定し、一部の端末１０２
に対して無線リソース制御情報の再設定を行う場合に、第２のサブフレームサブセットに
関連付けて、種々の上りリンク信号の送信電力制御情報を第２の送信電力制御情報として
設定する。
【０２４２】
　さらに、基地局１０１は、第１のサブフレームサブセットにおいて上りリンク信号を送
信させる端末１０２に対しては、第１の送信電力制御情報を設定し、第２のサブフレーム
サブセットにおいて上りリンク信号を送信させる端末１０２に対しては、第２の送信電力
制御情報を設定する。
【０２４３】
　また、第４の実施形態では、基地局１０１は、第１の下りリンクキャリアコンポーネン
トおよび第２の下りリンクキャリアコンポーネントを介して信号を送信し、プライマリー
セルとして第１の下りリンクキャリアコンポーネントが設定された端末１０２に対しては
、第１の送信電力制御情報をプライマリーセル固有の送信電力制御情報として設定し、プ
ライマリーセルとして第２の下りリンクキャリアコンポーネントが設定された端末１０２
に対しては、第２の送信電力制御情報をプライマリーセル固有の送信電力制御情報として
設定する。
【０２４４】
　さらに、基地局１０１は、第１の上りリンクキャリアコンポーネントおよび第２の上り
リンクキャリアコンポーネントを介して信号を受信し、第１の上りリンクキャリアコンポ
ーネントを介して通信を行う端末１０２に対しては、第１の送信電力制御情報を設定し、
第２の上りリンクキャリアコンポーネントを介して通信を行う端末１０２に対しては、第
２の送信電力制御情報を設定する。
【０２４５】
　基地局１０１は、基地局１０１とアクセスする端末１０２と、ＲＲＨ１０３とアクセス
する端末１０２を時間、周波数、上りリンクグラントを含む制御チャネル領域によって各
端末１０２に対して上りリンク信号の送信を制御することで適切な送信タイミング制御、
適切な無線リソース制御、適切な上りリンク送信電力制御を行うことができる。
【０２４６】
　基地局１０１は、システム情報に含まれる上りリンク信号に関する送信電力制御情報お
よび送信タイミング情報はすべて、基地局１０１に対して適切な設定になるように種々の
パラメータを設定する。初期接続確立（ＲＲＣコネクションエスタブリッシュメント）後
、基地局１０１と端末１０２が通信を行っていく中で、チャネル測定などの結果によって
、基地局１０１は、端末１０２が基地局１０１に近いかＲＲＨ１０３に近いかを判断する
。基地局１０１は、端末１０２が基地局１０１の方に近い、と判断した場合には、特に設
定情報を通知しない、もしくは、より基地局１０１との通信に適した送信電力制御情報、
送信タイミング制御情報、送信リソース制御情報を設定し、ＲＲＣコネクションリコンフ
ィグレーションを通じて端末１０２へ通知する。また、基地局１０１は、端末１０２がＲ
ＲＨ１０３に近いと判断した場合には、ＲＲＨ１０３との通信に適した送信電力制御情報
、送信タイミング制御情報、送信リソース制御情報を設定し、ＲＲＣコネクションリコン
フィグレーションを通じて端末１０２へ通知する。
【０２４７】
　なお、上記各実施形態では、情報データ信号、制御情報信号、ＰＤＳＣＨ、ＰＤＣＣＨ
および参照信号のマッピング単位としてリソースエレメントやリソースブロックを用い、
時間方向の送信単位としてサブフレームや無線フレームを用いて説明したが、これに限る
ものではない。任意の周波数と時間で構成される領域および時間単位をこれらに代えて用
いても、同様の効果を得ることができる。なお、上記各実施形態では、プレコーディング
処理されたＲＳを用いて復調する場合について説明し、プレコーディング処理されたＲＳ
に対応するポートとして、ＭＩＭＯのレイヤーと等価であるポートを用いて説明したが、
これに限るものではない。この他にも、互いに異なる参照信号に対応するポートに対して
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、本発明を適用することにより、同様の効果を得ることができる。例えば、Ｐｒｅｃｏｄ
ｅｄ　ＲＳではなくＵｎｐｒｅｃｏｄｅｄ（Ｎｏｎｐｒｅｃｏｄｅｄ）　ＲＳを用い、ポ
ートとしては、プリコーディング処理後の出力端と等価であるポートあるいは物理アンテ
ナ（あるいは物理アンテナの組み合わせ）と等価であるポートを用いることができる。
【０２４８】
　なお、上記各実施形態では、基地局１０１と端末１０２とＲＲＨ１０３からなる下りリ
ンク／上りリンク協調通信について説明したが、２つ以上の基地局１０１と端末１０２か
らなる協調通信、２つ以上の基地局１０１とＲＲＨ１０３と端末１０２からなる協調通信
、２つ以上の基地局１０１またはＲＲＨ１０３と端末１０２からなる協調通信、２つ以上
の基地局１０１と２つ以上のＲＲＨ１０３と端末１０２からなる協調通信、２つ以上の送
信ポイント／受信ポイントからなる協調通信においても適用可能である。また、上記各実
施形態では、パスロスの計算結果から端末１０２が基地局１０１またはＲＲＨ１０３に近
い方に適した上りリンク送信電力制御を行われることについて説明したが、パスロスの計
算結果から端末１０２が基地局１０１またはＲＲＨ１０３に遠い方に適した上りリンク送
信電力制御を行われることについても同様の処理を行うことができる。
【０２４９】
　本発明に関わる基地局１０１および端末１０２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・書き込みが行なわれる。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。
【０２５０】
　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
た、上述した実施形態における基地局１０１および端末１０２の一部、または全部を典型
的には集積回路であるＬＳＩとして実現してもよい。基地局１０１および端末１０２の各
機能ブロックは個別にチップ化してもよいし、一部、または全部を集積してチップ化して
もよい。また、集積回路化の手法はＬＳＩに限らず専用回路、また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。
【０２５１】
　以上、この発明の実施形態に関し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変更等も含
まれる。また、本発明は、請求項に示した範囲で種々の変更が可能であり、異なる実施形
態にそれぞれ開示された技術的手段を適宜組み合わせて得られる実施形態についても本発
明の技術的範囲に含まれる。また、上記各実施形態に記載された要素であり、同様の効果
を奏する要素同士を置換した構成も含まれる。
【産業上の利用可能性】
【０２５２】
　本発明は、無線基地局装置や無線端末装置や無線通信システムや無線通信方法に用いて
好適である。
【符号の説明】
【０２５３】
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１０１、３４０１　基地局
１０２、３４０２、３４０３、３５０４、３６０４　端末
１０３、３５０２、３６０２　ＲＲＨ
１０４、３５０３、３６０３　回線
１０５、１０７、３４０４、３４０５、３５０５、３５０６　下りリンク
１０６、１０８、３６０５、３６０６　上りリンク
５０１　上位層処理部
５０３　制御部
５０５　受信部
５０７　送信部
５０９　チャネル測定部
５１１　送受信アンテナ
５０１１　無線リソース制御部
５０１３　ＳＲＳ設定部
５０１５　送信電力設定部
５０５１　復号化部
５０５３　復調部
５０５５　多重分離部
５０５７　無線受信部
５０７１　符号化部
５０７３　変調部
５０７５　多重部
５０７７　無線送信部
５０７９　下りリンク参照信号生成部
６０１　上位層処理部
６０３　制御部
６０５　受信部
６０７　送信部
６０９　チャネル測定部
６１１　送受信アンテナ
６０１１　無線リソース制御部
６０１３　ＳＲＳ制御部
６０１５　送信電力制御部
６０５１　復号化部
６０５３　復調部
６０５５　多重分離部
６０５７　無線受信部
６０７１　符号化部
６０７３　変調部
６０７５　多重部
６０７７　無線送信部
６０７９　上りリンク参照信号生成部
３５０１、３６０１　マクロ基地局
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