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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線通信システムにおいて移動端末がチャネル状態情報参照信号（ＣＳＩ－ＲＳ）を受
信する方法であって、
　上位層信号通知を通じたＣＳＩ－ＲＳのリソース構成情報と前記ＣＳＩ－ＲＳのリソー
ス構成情報にしたがった前記ＣＳＩ－ＲＳを受信するステップと、
　前記ＣＳＩ－ＲＳに基づいたＣＳＩを導き出し、基地局へ前記測定したＣＳＩを報告す
るステップと、
を有し、
　前記ＣＳＩ－ＲＳのリソース構成情報は、前記ＣＳＩ－ＲＳの送信のために用いられる
１つ以上のアンテナポートと準共設されたと推定される１つ以上のセル特定参照信号（Ｃ
ＲＳ）アンテナポートに関する情報を含む、方法。
【請求項２】
　前記１つ以上のＣＲＳアンテナポートに関する情報は、前記ＣＳＩ－ＲＳの送信のため
に用いられる前記１つ以上のアンテナポートからの無線チャネルの大規模特性を取得する
ために用いられる、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記ＣＳＩ－ＲＳの送信のために用いられる前記１つ以上のアンテナポートからの無線
チャネルの大規模特性は、前記ＣＲＳの送信のために用いられるアンテナポートからの無
線チャネルから導出される、請求項２に記載の方法。
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【請求項４】
　前記１つ以上のＣＲＳアンテナポートに関する情報は、前記ＣＲＳに関する識別子情報
を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記ＣＳＩ－ＲＳのリソース構成情報は、無線チャネルの大規模特性に関して前記ＣＳ
Ｉ－ＲＳを送信するために用いられる前記アンテナポートと準共設されていると推定され
る復調参照信号（ＤＭ－ＲＳ）を送信するために用いられる１つ以上のアンテナポートに
関する情報をさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記ＣＳＩ－ＲＳ及び前記ＣＲＳは別個のセルから送信される、請求項１に記載の方法
。
【請求項７】
　前記無線チャネルの大規模特性は、遅延拡散、ドップラ拡散、ドップラシフト、平均利
得及び平均遅延のうち少なくとも一つを含む、請求項２に記載の方法。
【請求項８】
　無線通信システムにおいて基地局がチャネル状態情報参照信号（ＣＳＩ－ＲＳ）を送信
する方法であって、
　移動端末に上位層信号通知を通じたＣＳＩ－ＲＳのリソース構成情報と前記ＣＳＩ－Ｒ
Ｓのリソース構成情報にしたがった前記ＣＳＩ－ＲＳを送信するステップと、
　前記移動端末から前記ＣＳＩ－ＲＳに基づいて、導出されたＣＳＩを受信するステップ
と、を有し、
　前記ＣＳＩ－ＲＳのリソース構成情報は、前記ＣＳＩ－ＲＳを送信するために用いられ
る１つ以上のアンテナポートと準共設されたと推定される１つ以上のセル特定参照信号（
ＣＲＳ）アンテナポートに関する情報を含む、方法。
【請求項９】
　無線通信システムにおいてチャネル状態情報参照信号（ＣＳＩ－ＲＳ）を受信するよう
に構成された移動端末であって、
　無線周波数（ＲＦ）ユニットと、
　前記ＲＦユニットを制御するように構成されたプロセッサと、を備え、
　前記プロセッサは、上位層信号通知を通じたＣＳＩ－ＲＳのリソース構成情報と前記Ｃ
ＳＩ－ＲＳのリソース構成情報にしたがった前記ＣＳＩ－ＲＳを受信し、前記ＣＳＩ－Ｒ
Ｓに基づきＣＳＩを導き出し、前記測定されたＣＳＩを基地局へ報告するように構成され
、
　前記ＣＳＩ－ＲＳのリソース構成情報は、前記ＣＳＩ－ＲＳを送信するために用いる１
つ以上のアンテナポートで準共設されるように推定される１つ以上のＣＲＳアンテナポー
トに関する情報を含む、移動端末。
【請求項１０】
　前記１つ以上のＣＲＳアンテナポートに関する情報は、前記ＣＳＩ－ＲＳの送信のため
に用いられる１つ以上のアンテナポートからの無線チャネルの大規模特性を取得するため
に用いられる、請求項９に記載の移動端末。
【請求項１１】
　前記ＣＳＩ－ＲＳの送信のために用いられる１つ以上のアンテナポートからの無線チャ
ネルの大規模特性は、前記ＣＲＳの送信のために用いられるアンテナポートからの無線チ
ャネルから導出される、請求項１０に記載の移動端末。
【請求項１２】
　前記１つ以上のＣＲＳアンテナポートに関する情報は、前記ＣＲＳに関する識別子情報
を含む、請求項９に記載の移動端末。
【請求項１３】
　前記ＣＳＩ－ＲＳのリソース構成情報は、無線チャネルの大規模特性に関して前記ＣＳ
Ｉ－ＲＳを送信するために用いられる前記アンテナと準共設されていると推定される復調
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参照信号（ＤＭ－ＲＳ）を送信するために用いられる１つ以上のアンテナポートに関する
情報をさらに含む、請求項９に記載の移動端末。
【請求項１４】
　前記ＣＳＩ－ＲＳ及び前記ＣＲＳは別個のセルから送信される、請求項９に記載の移動
端末。
【請求項１５】
　前記無線チャネルの大規模特性は、遅延拡散、ドップラ拡散、ドップラシフト、平均利
得及び平均遅延のうち少なくとも一つを含む、請求項１０に記載の移動端末。
【請求項１６】
　無線通信システムにおいてチャネル状態情報参照信号（ＣＳＩ－ＲＳ）を送信するよう
に構成された基地局であって、
　無線周波数（ＲＦ）ユニットと、
　前記ＲＦユニットを制御するように構成されたプロセッサと、を備え、
　前記プロセッサは、移動端末への上位層信号通知を通じたＣＳＩ－ＲＳのリソース構成
情報と前記ＣＳＩ－ＲＳのリソース構成情報にしたがった前記ＣＳＩ－ＲＳを送信し、前
記ＣＳＩ－ＲＳに基づいて導き出されたＣＳＩを前記移動端末から受信するように構成さ
れ、
　前記ＣＳＩ－ＲＳのリソース構成情報は、前記ＣＳＩ－ＲＳを送信するために用いる１
つ以上のアンテナポートと準共設されたと推定される１つ以上のセル特定参照信号（ＣＲ
Ｓ）アンテナポートに関する情報を含む、基地局。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線通信システムに関する。特に、本発明は、チャネル状態情報を報告する
ための方法、これをサポートする方法、及びこれらの方法のための装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　機器間（Ｍａｃｈｉｎｅ－ｔｏ－Ｍａｃｈｉｎｅ、Ｍ２Ｍ）通信と、高いデータ転送量
を要求するスマートホン、タブレットＰＣなどの様々な装置及び技術とが出現及び普及し
ている。これに伴い、セルラ網で処理することが必要なデータ量が急速に増加している。
このように急速に増加するデータ処理要求量を満たすために、より多くの周波数帯域を効
率的に使用するための搬送波集約（ｃａｒｒｉｅｒ　ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎ）技術、コ
グニティブ無線（ｃｏｇｎｉｔｉｖｅ　ｒａｄｉｏ）技術などと、限定された周波数内で
送信されるデータ容量を増大させるための多元アンテナ技術、多元基地局協調技術などと
が発展している。また、ユーザ装置がその周辺においてアクセスできるノードの密度が高
くなる方向に通信環境が進展している。ノードとは、一つ以上のアンテナを有しており、
ユーザ装置と無線信号を送信／受信できる固定した地点のことをいう。高い密度のノード
を有している通信システムは、ノード間の協調によってより高い性能の通信サービスをユ
ーザ装置に提供することができる。
【０００３】
　複数のノードが同一の時間周波数リソースを用いてユーザ装置と通信を行う多元ノード
協調通信方式は、各ノードが独立した基地局として動作して相互協調無しでユーザ装置と
通信を行う既存の通信方式に比べて、データ処理量において格段に優れた性能を有する。
【０００４】
　多元ノードシステムは、各ノードが、基地局、アクセスポイント、アンテナ、アンテナ
グループ、遠隔無線基地局（ｒａｄｉｏ　ｒｅｍｏｔｅ　ｈｅａｄ、ＲＲＨ）、遠隔無線
装置（ｒａｄｉｏ　ｒｅｍｏｔｅ　ｕｎｉｔ、ＲＲＵ）として動作する、複数のノードを
用いて協調通信を行う。アンテナが基地局に集中して位置している既存の中央集中型アン
テナシステムと違い、一般に、多元ノードシステムでは複数のノードが一定間隔以上で離
れて位置する。複数のノードは、各ノードの動作を制御したり、各ノードを介して送受信
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されるデータをスケジュールしたりする一つ以上の基地局又は基地局制御装置によって管
理することができる。各ノードは、当該ノードを管理する基地局又は基地局制御装置、及
びケーブル又は専用回線（ｄｅｄｉｃａｔｅｄ　ｌｉｎｅ）を通じて接続される。
【０００５】
　このような多元ノードシステムは、分散したノードが同時に異なったストリームを送／
受信して単一又は複数のユーザ装置と通信できるという点で、一種の多入力多出力（ＭＩ
ＭＯ）システムと見なすことができる。ただし、多元ノードシステムは様々な位置に分散
しているノードを用いて信号を送信するため、既存の中央集中型アンテナシステムに備え
られたアンテナに比べて、各アンテナが扱える送信範囲が減少する。そのため、中央集中
型アンテナシステムにおいてＭＩＭＯ技術を具現した既存システムに比べて、多元ノード
システムでは、各アンテナが信号を送信するために必要とする送信電力を減少させること
ができる。また、アンテナとユーザ装置との間の伝送距離が短縮されるため、経路損失が
減少し、データの高速送信が可能になる。これによって、セルラシステムの伝送容量及び
電力効率を増大させることができ、セル内のユーザ装置の位置に関係なく、相対的に均一
な品質の通信性能を満たすことができる。また、多元ノードシステムでは、複数のノード
に接続した基地局又は基地局制御装置が協調してデータを送受信するため、送信過程で発
生する信号損失が減少する。また、一定の距離以上離れて位置したノード同士がユーザ装
置と協調通信を行う場合、アンテナ間の相関及び干渉が軽減される。したがって、多元ノ
ード協調通信方式によれば、高い信号対干渉及び雑音比（ＳＩＮＲ）が得られる。
【０００６】
　このような多元ノードシステムの特長から、次世代移動通信システムにおいて基地局増
設費用及びバックホール（ｂａｃｋｈａｕｌ）網の保守費用を軽減すると同時に、サービ
ス範囲の拡大及びチャネル容量及びＳＩＮＲの向上のために、多元ノードシステムが、既
存の中央集中型アンテナシステムと併せて，又はそれに代えてセルラ通信の新しい基盤と
して台頭している。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明は、チャネル状態情報の報告又はフィードバックのための方法を提案する。
【０００８】
　本発明は、チャネル状態情報の報告又はフィードバックのために必要な情報を送信した
り、それを受信したりするための方法を提案する。
【０００９】
　本発明で遂げようとする技術的課題は、上述した技術的課題に制限されず、言及してい
ない他の技術的課題は、以降の記載から、本発明の属する技術の分野における通常の知識
を有する者には明確に理解されるであろう。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明の一実施例による、無線通信システムにおいてユーザ装置がチャネル状態情報参
照信号（ＣＳＩ－ＲＳ）を受信する方法は、ＣＳＩ－ＲＳのリソース構成情報を受信する
ステップと、ＣＳＩ－ＲＳのリソース構成情報に基づいてＣＳＩ－ＲＳを受信するステッ
プと、を含み、ＣＳＩ－ＲＳのリソース構成情報は、ＣＳＩ－ＲＳと関連したセル特定参
照信号（ＣＲＳ）に関する情報を含み、ユーザ装置は、ＣＲＳに関する情報に関連したア
ンテナポートと、ＣＳＩ－ＲＳのリソース構成情報に該当するＣＳＩ－ＲＳの送信のため
に用いられるアンテナポートとが準共設（ｑｕａｓｉ　ｃｏ－ｌｏｃａｔｅｄ）されてい
ると仮定することができる。
【００１１】
　好適には、ＣＲＳに関する情報は、ＣＳＩ－ＲＳの送信のために用いられるアンテナポ
ートからの無線チャネルの大規模特性（ｌａｒｇｅ－ｓｃａｌｅ　ｐｒｏｐｅｒｔｙ）を
取得するために用いてもよい。
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【００１２】
　好適には、ＣＳＩ－ＲＳの送信のために用いられるアンテナポートからの無線チャネル
の大規模特性は、ＣＲＳの送信のために用いられるアンテナポートからの無線チャネルか
ら導出可能であってもよい。
【００１３】
　好適には、ＣＲＳに関する情報は、ＣＲＳに関する識別子情報を含んでもよい。
【００１４】
　好適には、ユーザ装置は送信モード１０で構成してもよい。
【００１５】
　好適には、ユーザ装置は、復調参照信号（ＤＭ－ＲＳ）を送信するために用いられるア
ンテナポートと、ＣＳＩ－ＲＳのリソース構成情報によって識別されるＣＳＩ－ＲＳを送
信するために用いられるアンテナポートとが、アンテナポートの無線チャネルの大規模特
性に関して準共設されていると仮定してもよい。
【００１６】
　好適には、一つ以上のＣＳＩ－ＲＳのリソース構成情報は上位層信号通知を通じて受信
してもよい。
【００１７】
　好適には、ＣＳＩ－ＲＳ及びＣＲＳは別個のセルから送信してもよい。
【００１８】
　好適には、無線チャネルの大規模特性は、遅延拡散、ドップラ拡散、ドップラシフト、
平均利得及び平均遅延のうち一つ以上を含んでもよい。
【００１９】
　本発明の他の実施例による、無線通信システムにおいて基地局がチャネル状態情報参照
信号（ＣＳＩ－ＲＳ）を送信する方法は、ユーザ装置にＣＳＩ－ＲＳのリソース構成情報
を送信するステップと、ユーザ装置にＣＳＩ－ＲＳのリソース構成情報に基づくＣＳＩ－
ＲＳを送信するステップと、を含み、ＣＳＩ－ＲＳのリソース構成情報は、ＣＳＩ－ＲＳ
と関連したセル特定参照信号（ＣＲＳ）に関する情報を含み、ユーザ装置は、ＣＲＳに関
する情報に関連したアンテナポートと、ＣＳＩ－ＲＳのリソース構成情報に該当するＣＳ
Ｉ－ＲＳの送信のために用いられるアンテナポートとが準共設されていると仮定すること
ができる。
【００２０】
　本発明の他の実施例による、無線通信システムにおいてチャネル状態情報参照信号（Ｃ
ＳＩ－ＲＳ）を受信するように構成されたユーザ装置は、無線周波数（ＲＦ）ユニットと
、ＲＦユニットを制御するように構成されたプロセッサと、を備え、プロセッサは、ＲＦ
ユニットを通じてＣＳＩ－ＲＳのリソース構成情報を受信し、ＣＳＩ－ＲＳのリソース構
成情報に基づいてＣＳＩ－ＲＳを受信し、ＣＳＩ－ＲＳのリソース構成情報は、ＣＳＩ－
ＲＳと関連したセル特定参照信号（ＣＲＳ）に関する情報を含み、ユーザ装置は、ＣＲＳ
に関する情報に関連したアンテナポートと、ＣＳＩ－ＲＳのリソース構成情報に該当する
ＣＳＩ－ＲＳの送信のために用いられるアンテナポートとが準共設されていると仮定する
ことができる。
【００２１】
　好適には、ＣＲＳに関する情報は、ＣＳＩ－ＲＳの送信のために用いられるアンテナポ
ートからの無線チャネルの大規模特性を取得するために用いてもよい。
【００２２】
　好適には、ＣＳＩ－ＲＳの送信のために用いられるアンテナポートからの無線チャネル
の大規模特性は、ＣＲＳの送信のために用いられるアンテナポートからの無線チャネルか
ら導出可能であってもよい。
【００２３】
　好適には、ＣＲＳに関する情報は、ＣＲＳに関する識別子情報を含んでもよい。好適に
は、ユーザ装置は送信モード１０に構成してもよい。
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【００２４】
　好適には、ユーザ装置は、復調参照信号（ＤＭ－ＲＳ）を送信するために用いられるア
ンテナポートと、ＣＳＩ－ＲＳのリソース構成情報によって識別されるＣＳＩ－ＲＳを送
信するために用いられるアンテナポートとが、アンテナポートからの無線チャネルの大規
模特性に関して、準共設されていると仮定してもよい。
【００２５】
　好適には、一つ以上のＣＳＩ－ＲＳのリソース構成情報は上位層信号通知を通じて受信
してもよい。
【００２６】
　好適には、ＣＳＩ－ＲＳ及びＣＲＳは別個のセルから送信してもよい。
【００２７】
　好適には、無線チャネルの大規模特性は、遅延拡散、ドップラ拡散、ドップラシフト、
平均利得及び平均遅延のうち一つ以上を含んでもよい。
【００２８】
　本発明の他の実施例による、無線通信システムにおいてチャネル状態情報参照信号（Ｃ
ＳＩ－ＲＳ）をユーザ装置に送信するように構成された基地局は、無線周波数（ＲＦ）ユ
ニットと、ＲＦユニットを制御するように構成されたプロセッサと、を備え、プロセッサ
は、ＲＦユニットを通じてＣＳＩ－ＲＳのリソース構成情報を送信し、ＣＳＩ－ＲＳのリ
ソース構成情報に基づくＣＳＩ－ＲＳを送信し、ＣＳＩ－ＲＳのリソース構成情報は、Ｃ
ＳＩ－ＲＳと関連したセル特定参照信号（ＣＲＳ）に関する情報を含み、ユーザ装置は、
ＣＲＳに関する情報に関連したアンテナポートと、ＣＳＩ－ＲＳのリソース構成情報に該
当するＣＳＩ－ＲＳの送信のために用いられるアンテナポートとが準共設されていると仮
定することができる。
【００２９】
　以上の課題解決方法は本発明の実施例の一部に過ぎず、当該技術の分野における通常の
知識を有する者であれば、本願発明の技術的特徴が反映された様々な実施例を、以下詳述
する本発明の詳細な説明から導出して理解することができるであろう。
【発明の効果】
【００３０】
　本発明の実施例によれば、チャネル状態情報報告時にユーザ装置の処理負荷又は複雑度
を減少させることができる。
【００３１】
　また、本発明によれば、上り／下りリンクリソース使用の効率性を向上させることがで
きる。
【００３２】
　本発明による効果は以上で言及した効果に制限されず、言及していない他の効果は、以
降の発明の詳細な説明から、本発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者に
は明確に理解されるであろう。
【００３３】
　本発明に関する理解を助けるために詳細な説明の一部として含まれる添付の図面は、本
発明の実施例を提供し、詳細な説明と共に本発明の技術的思想を説明する。
【図面の簡単な説明】
【００３４】
【図１】無線通信システムで用いられる無線フレーム構造の一例を示す図である。
【図２】無線通信システムにおいて下りリンク／上りリンク（ＤＬ／ＵＬ）スロット構造
の一例を示す図である。
【図３】３ＧＰＰ ＬＴＥ（－Ａ）システムで用いられる下りリンクサブフレーム構造を
例示する図である。
【図４】３ＧＰＰ ＬＴＥ（－Ａ）システムで用いられる上りリンクサブフレーム構造の
一例を示す図である。
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【図５】アンテナポートによるセル特定参照信号のマップパターンを示す図である。
【図６】アンテナポートによる復調参照信号のマップパターンを示す図である。
【図７】アンテナポートによるチャネル状態情報参照信号のマップパターンを示す図であ
る。
【図８】多地点送受信動作の例を示す図である。
【図９】本発明を実行する送信装置及び受信装置の構成要素を示すブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００３５】
　以下、本発明による好適な実施の形態を添付の図面を参照して詳しく説明する。添付の
図面と併せて以下に開示される詳細な説明は、本発明の例示的な実施の形態を説明するた
めのものであり、本発明を実施できる唯一の実施の形態を示すためのものではない。以下
の詳細な説明は、本発明の完全な理解を提供するために具体的な細部事項を含む。しかし
、このような具体的な細部事項無しにも本発明を実施可能であるということが当業者には
理解できるであろう。
【００３６】
　また、以下に説明される技法、装置、及びシステムは、様々な無線多元接続システムに
適用可能である。説明の便宜のために、以下、本発明が３ＧＰＰ ＬＴＥ（－Ａ）に適用
されるとして説明する。しかし、本発明の技術的特徴はそれに制限されるものではない。
例えば、以下の詳細な説明は、移動通信システムが３ＧＰＰ ＬＴＥ（－Ａ）システムに
対応する移動通信システムに基づいて説明されているが、３ＧＰＰ ＬＴＥ（－Ａ）特有
の事項以外は、他の任意の移動通信システムに適用してもよい。
【００３７】
　場合によって、本発明の概念があいまいになることを避けるために、公知の構造及び装
置が省略されることがあり、各構造及び装置の核心機能を中心にしたブロック図の形式で
図示されることもある。また、本明細書全体を通じて同一の構成要素には同一の図面符号
を付して説明する。
【００３８】
　本発明において、ユーザ装置（Ｕｓｅｒ　Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ、ＵＥ）は、固定してい
ても、移動性を有していてもよいものであり、ＢＳと通信してユーザデータ及び／又は各
種制御情報を送受信する各種機器を含む。ＵＥを、端末装置（Ｔｅｒｍｉｎａｌ　Ｅｑｕ
ｉｐｍｅｎｔ）、移動機（Ｍｏｂｉｌｅ　Ｓｔａｔｉｏｎ、ＭＳ）、移動端末（Ｍｏｂｉ
ｌｅ　Ｔｅｒｍｉｎａｌ、ＭＴ）、ユーザ端末（Ｕｓｅｒ　Ｔｅｒｍｉｎａｌ、ＵＴ）、
加入者局（Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｓｔａｔｉｏｎ、ＳＳ）、無線機器、ＰＤＡ（Ｐｅｒ
ｓｏｎａｌ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ａｓｓｉｓｔａｎｔ）、無線モデム、携帯機器（ｈａｎｄ
ｈｅｌｄ　ｄｅｖｉｃｅ）などと呼ぶこともできる。また、本発明において、基地局（Ｂ
ａｓｅ　Ｓｔａｔｉｏｎ、ＢＳ）は一般に、ＵＥ及び／又は他のＢＳと通信する固定局（
ｆｉｘｅｄ　ｓｔａｔｉｏｎ）を意味し、ＵＥ及び他のＢＳと通信して各種データ及び制
御情報を交換する。ＢＳを、高度基地局（Ａｄｖａｎｃｅｄ　Ｂａｓｅ　Ｓｔａｔｉｏｎ
、ＡＢＳ）、ノードＢ（ＮＢ）、進化ノードＢ（ｅｖｏｌｖｅｄ－ＮｏｄｅＢ、ｅＮＢ）
、無線基地局システム（Ｂａｓｅ　Ｔｒａｎｓｃｅｉｖｅｒ　Ｓｙｓｔｅｍ、ＢＴＳ）、
アクセスポイント、処理サーバ（Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｓｅｒｖｅｒ、ＰＳ）などと呼
ぶこともできる。
【００３９】
　本発明において、物理下りリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）／物理制御フォーマット
指示子チャネル（ＰＣＦＩＣＨ）／物理ハイブリッド自動再送要求（ＨＡＲＱ）指示子チ
ャネル（ＰＨＩＣＨ／物理下りリンク共有チャネル（ＰＤＳＣＨ）はそれぞれ、下りリン
ク制御情報（ＤＣＩ）／制御フォーマット指示子（ＣＦＩ）／下りリンク肯定応答／否定
応答（ＡＣＫ／ＮＡＣＫ）／下りリンクデータを搬送する、時間周波数リソースの集合（
ｓｅｔ）又はリソース要素の集合を意味する。また、物理上りリンク制御チャネル（ＰＵ
ＣＣＨ）／物理上りリンク共有チャネル（ＰＵＳＣＨ）はそれぞれ、上りリンク制御情報
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（ＵＣＩ）／上りリンクデータを搬送する、時間周波数リソースの集合又はリソース要素
の集合を意味する。本発明では、特に、ＰＤＣＣＨ／ＰＣＦＩＣＨ／ＰＨＩＣＨ／ＰＤＳ
ＣＨ／ＰＵＣＣＨ／ＰＵＳＣＨに割り当てられ、これに属した時間周波数リソース又はリ
ソース要素（ＲＥ）をそれぞれ、ＰＤＣＣＨ／ＰＣＦＩＣＨ／ＰＨＩＣＨ／ＰＤＳＣＨ／
ＰＵＣＣＨ／ＰＵＳＣＨ ＲＥ又はＰＤＣＣＨ／ＰＣＦＩＣＨ／ＰＨＩＣＨ／ＰＤＳＣＨ
／ＰＵＣＣＨ／ＰＵＳＣＨリソースと呼ぶ。したがって、本発明で、ユーザ装置がＰＵＣ
ＣＨ／ＰＵＳＣＨを送信するという表現は、それぞれ、ＰＵＳＣＨ／ＰＵＣＣＨ上で上り
リンク制御情報／上りリンクデータ／ランダムアクセス信号を送信するということと同じ
意味で使われる。また、本発明において、ＢＳがＰＤＣＣＨ／ＰＣＦＩＣＨ／ＰＨＩＣＨ
／ＰＤＳＣＨを送信するという表現は、それぞれ、ＰＤＣＣＨ／ＰＣＦＩＣＨ／ＰＨＩＣ
Ｈ／ＰＤＳＣＨ上で下りリンクデータ／制御情報を送信するということと同じ意味で使わ
れる。
【００４０】
　また、本発明において、ＣＲＳ／ＤＭＲＳ／ＣＳＩ－ＲＳ時間周波数リソース（又は、
ＲＥ）はそれぞれ、ＣＲＳ／ＤＭＲＳ／ＣＳＩ－ＲＳに割当又は利用可能なＲＥ、又はＣ
ＲＳ／ＤＭＲＳ／ＣＳＩ－ＲＳを搬送する時間周波数リソース（又は、ＲＥ）を意味する
。また、ＣＲＳ／ＤＭＲＳ／ＣＳＩ－ＲＳ ＲＥを含む副搬送波を、ＣＲＳ／ＤＭＲＳ／
ＣＳＩ－ＲＳ副搬送波といい、ＣＲＳ／ＤＭＲＳ／ＣＳＩ－ＲＳ ＲＥを含むＯＦＤＭシ
ンボルをＣＲＳ／ＤＭＲＳ／ＣＳＩ－ＲＳシンボルという。また、本発明において、ＳＲ
Ｓ時間周波数リソース（又は、ＲＥ）は、ＵＥからＢＳに送信されて、ＢＳが当該ＵＥと
ＢＳとの間に形成された上りリンクチャネル状態の測定に用いる測定参照信号（Ｓｏｕｎ
ｄｉｎｇ　Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ、ＳＲＳ）を搬送する時間周波数リソース
（又は、ＲＥ）を意味する。参照信号（ＲＳ）とは、ＵＥ及びＢＳが互いに知っている既
に定義された、特別な波形の信号を意味し、パイロットと呼んでもよい。
【００４１】
　一方、本発明でいうセルとは、一つのＢＳ、ノード又はアンテナポートが通信サービス
を提供する一定の地理的領域を指す。したがって、本発明で特定セルと通信するというこ
とは、特定セルに通信サービスを提供するＢＳ、ノード又はアンテナポートと通信するこ
とを意味する。また、特定セルの下りリンク／上りリンク信号とは、特定セルに通信サー
ビスを提供するＢＳ、ノード又はアンテナポートからの／への下りリンク／上りリンク信
号を意味する。また、特定セルのチャネル状態／品質とは、特定セルに通信サービスを提
供するＢＳ、ノード又はアンテナポートとＵＥとの間に形成されたチャネル又は通信リン
クのチャネル状態／品質を意味する。
【００４２】
　図１は、無線通信システムで用いられる無線フレーム構造の一例を示す図である。特に
、図１（ａ）は、３ＧＰＰ ＬＴＥ（－Ａ）においてＦＤＤに利用できる無線フレーム構
造を例示しており、図１（ｂ）は、３ＧＰＰ ＬＴＥ（－Ａ）においてＴＤＤに利用でき
る無線フレーム構造を例示している。
【００４３】
　図１を参照すると、３ＧＰＰ ＬＴＥ（－Ａ）で用いられる無線フレームは、１０ｍｓ
（３０７２００Ｔｓ）の長さを有し、１０個の均等なサイズのサブフレームで構成される
。１無線フレームにおける１０個のサブフレームにはそれぞれ番号を与えることができる
。ここで、Ｔｓはサンプリング時間を表し、Ｔｓ＝１／（２０４８＊１５ｋＨｚ）で表示
される。それぞれのサブフレームは１ｍｓの長さを有し、２個のスロットで構成される。
１無線フレームにおいて２０個のスロットは０から１９まで順次に採番することができる
。それぞれのスロットは０．５ｍｓの長さを有する。１サブフレームを送信するために掛
かる時間は送信時間間隔（ＴＴＩ）と定義される。時間リソースは、無線フレーム番号（
又は、無線フレームインデクスともいう）、サブフレーム番号（又は、サブフレームイン
デクスともいう）、スロット番号（又は、スロットインデクスともいう）などによって区
別することができる。
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【００４４】
　無線フレームは２重通信（ｄｕｐｌｅｘ）モードに従って別々に構成することができる
。例えば、ＦＤＤモードでは、下りリンク（ＤＬ）送信及び上りリンク（ＵＬ）送信は周
波数によって区別されるため、無線フレームは、所定の搬送周波数で動作する所定の周波
数帯域に対して、下りリンクサブフレーム又は上りリンクサブフレームのいずれか一方だ
けを含む。ＴＤＤモードでは、ＤＬ送信及びＵＬ送信が時間によって区別されるため、所
定の搬送周波数で動作する所定の周波数帯域に対して、無線フレームは下りリンクサブフ
レームとＵＬサブフレームの両方を含む。
【００４５】
　表１は、ＴＤＤモードの無線フレームにおけるサブフレームのＤＬ－ＵＬ構成を例示す
るものである。
【表１】

【００４６】
　表１において、Ｄは下りリンクサブフレームを、ＵはＵＬサブフレームを、Ｓは特別（
ｓｐｅｃｉａｌ）サブフレームを表す。特別サブフレームは、下りリンクパイロット時間
スロット（ＤｗＰＴＳ）、保護区間（ＧＰ）、上りリンクパイロット時間スロット（Ｕｐ
ＰＴＳ）の３つのフィールドを含む。ＤｗＰＴＳはＤＬ送信のために留保される時間区間
であり、ＵｐＰＴＳはＵＬ送信のために留保される時間区間である。
【００４７】
　図２は、無線通信システムにおいて下りリンク／上りリンク（ＤＬ／ＵＬ）スロット構
造の一例を示す図である。特に、図２は、３ＧＰＰ ＬＴＥ（－Ａ）システムのリソース
格子の構造を示している。アンテナポート当たり１個のリソース格子を有する。
【００４８】
　スロットは、時間ドメインで複数の直交周波数分割多重化（ＯＦＤＭ）シンボルを含み
、周波数ドメインで複数のリソースブロック（ＲＢ）を含む。ＯＦＤＭシンボルは１シン
ボル区間を意味することもある。図２を参照すると、各スロットで送信される信号は、Ｎ
DL/UL

RB＊ＮRB
sc個の副搬送波と、ＮDL/UL

symb個のＯＦＤＭシンボルとで構成されるリソ
ース格子で表現することができる。ここで、ＮDL

RBは、下りリンクスロットでのリソース
ブロック（ＲＢ）の個数を表し、ＮUL

RBは、ＵＬスロットでのＲＢの個数を表す。ＮDL
RB

及びＮUL
RBはそれぞれ、ＤＬ送信帯域幅及びＵＬ送信帯域幅に依存する。ＮDL

symbは、下
りリンクスロットにおけるＯＦＤＭシンボルの個数を表し、ＮUL

symbはＵＬスロットにお
けるＯＦＤＭシンボルの個数を表す。ＮRB

scは１ＲＢを構成する副搬送波の個数を表す。
【００４９】
　ＯＦＤＭシンボルは多元接続方式によってＯＦＤＭシンボル、ＳＣ－ＦＤＭシンボルな
どと呼ばれることもある。１スロットに含まれるＯＦＤＭシンボルの数は、チャネル帯域
幅、ＣＰ長によって様々に変更可能である。例えば、標準（ｎｏｒｍａｌ）ＣＰの場合は
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、１スロットが７個のＯＦＤＭシンボルを含むが、拡張（ｅｘｔｅｎｄｅｄ）ＣＰの場合
は、１スロットが６個のＯＦＤＭシンボルを含む。図２では、説明の便宜のために、１ス
ロットが７ ＯＦＤＭシンボルで構成されるサブフレームを例示しているが、本発明の実
施例は、他の個数のＯＦＤＭシンボルを有するサブフレームにも同一の方式で適用可能で
ある。図２を参照すると、各ＯＦＤＭシンボルは、周波数ドメインで、ＮDL/UL

RB＊ＮRB
s

c個の副搬送波を含む。副搬送波の種類は、データ送信のためのデータ副搬送波、参照信
号の送信のための参照信号副搬送波、保護帯域（ｇｕａｒｄ　ｂａｎｄ）及びＤＣ成分の
ためのヌル副搬送波に区別される。ＤＣ成分のためのヌル副搬送波は、未使用のまま残さ
れる副搬送波で、ＯＦＤＭ信号生成過程又は周波数上方変換過程で搬送周波数（ｆ0）に
マップされる。搬送周波数を中心周波数と呼ぶこともできる。
【００５０】
　１ＲＢは時間ドメインにおいてＮDL/UL

symb個（例えば、７個）の連続したＯＦＤＭシ
ンボルで定義され、周波数ドメインにおいてＮRB

sc個（例えば、１２個）の連続した副搬
送波で定義される。参考として、１ＯＦＤＭシンボルと１副搬送波とで構成されたリソー
スをリソース要素（ＲＥ）又はトーン（ｔｏｎｅ）という。したがって、１ＲＢはＮDL/U

L
symb＊ＮRB

sc個のリソース要素で構成される。リソース格子における各リソース要素は
、１スロットにおけるインデクス対（ｋ，１）によって固有に定義できる。ｋは、周波数
ドメインにおいて０からＮDL/UL

RB＊ＮRB
sc－１まで与えられるインデクスであり、ｌは

、時間ドメインにおいて０からＮDL/UL
symb－１まで与えられるインデクスである。

【００５１】
　１サブフレームにおいてＮRB

sc個の連続した同一副搬送波を占有し、当該サブフレーム
における２個のスロットのそれぞれに１個ずつ位置する２個のＲＢを物理リソースブロッ
ク（ＰＲＢ）対という。ＰＲＢ対を構成する２個のＲＢは、同一のＰＲＢ番号（又は、Ｐ
ＲＢインデクスともいう）を有する。ＶＲＢは、リソース割当のために導入された一種の
論理的リソース割当単位である。ＶＲＢはＰＲＢと同じサイズを有する。ＶＲＢをＰＲＢ
にマップする方式によって、ＶＲＢは、局部タイプのＶＲＢと分散タイプのＶＲＢとに区
別される。局部タイプのＶＲＢはＰＲＢに直接マップされて、ＶＲＢ番号（ＶＲＢインデ
クスともいう）がＰＲＢ番号に直接対応する。すなわち、ｎPRB＝ｎVRBとなる。局部タイ
プのＶＲＢには０からＮDL

VRB－１順に番号が与えられ、ＮDL
VRB＝ＮDL

RBである。したが
って、局部マップ方式によれば、同一のＶＲＢ番号を有するＶＲＢが第１のスロット及び
第２のスロットにおいて、同一ＰＲＢ番号のＰＲＢにマップされる。一方、分散タイプの
ＶＲＢはインタリーブを経てＰＲＢにマップされる。そのため、同一のＶＲＢ番号を有す
る分散タイプのＶＲＢは、第１のスロット及び第２のスロットにおいて異なる番号のＰＲ
Ｂにマップされることがある。サブフレームの二つのスロットに１個ずつ位置し、同一の
ＶＲＢ番号を有する２個のＰＲＢをＶＲＢ対と呼ぶ。
【００５２】
　図３は、３ＧＰＰ ＬＴＥ（－Ａ）システムで用いられる下りリンクサブフレーム構造
を例示する図である。
【００５３】
　ＤＬサブフレームは時間ドメインにおいて制御領域とデータ領域とに区別される。図３
を参照すると、サブフレームにおける第１のスロットの先頭における最大３（又は、４）
個のＯＦＤＭシンボルは、制御チャネルの割り当てられる制御領域に対応する。以下、Ｄ
ＬサブフレームにおいてＰＤＣＣＨ送信に利用できるリソース領域をＰＤＣＣＨ領域と呼
ぶ。制御領域として用いられるＯＦＤＭシンボル以外の残りのＯＦＤＭシンボルは、ＰＤ
ＳＣＨが割り当てられるデータ領域に該当する。以下、ＤＬサブフレームでＰＤＳＣＨ送
信に利用できるリソース領域をＰＤＳＣＨ領域と呼ぶ。３ＧＰＰ ＬＴＥで用いられるＤ
Ｌ制御チャネルの例としては、ＰＣＦＩＣＨ、ＰＤＣＣＨ、ＰＨＩＣＨなどを含む。ＰＣ
ＦＩＣＨは、サブフレームの先頭ＯＦＤＭシンボルで送信され、サブフレームにおいて制
御チャネルの送信に用いられるＯＦＤＭシンボルの個数に関する情報を搬送する。ＰＨＩ
ＣＨは、ＵＬ送信の応答としてＨＡＲＱ ＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号を搬送する。
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【００５４】
　ＰＤＣＣＨを通じて送信される制御情報を下りリンク制御情報（ＤＣＩ）と呼ぶ。ＤＣ
Ｉは、ＵＥ又はＵＥグループのためのリソース割当情報及び他の制御情報を含む。例えば
、ＤＣＩは、ＤＬ共有チャネル（ＤＬ－ＳＣＨ）の送信フォーマット及びリソース割当情
報、ＵＬ共有チャネル（ＵＬ－ＳＣＨ）の送信フォーマット及びリソース割当情報、呼出
しチャネル（ｐａｇｉｎｇ　ｃｈａｎｎｅｌ、ＰＣＨ）上の呼出し情報、ＤＬ－ＳＣＨ上
のシステム情報、ＰＤＳＣＨ上で送信されるランダムアクセス応答のような上位層制御メ
ッセージのリソース割当情報、ＵＥグループ内の個別ＵＥに対するＴｘ電力制御命令集合
、Ｔｘ電力制御命令、ＩＰ電話（ＶｏＩＰ）の活性化指示情報などを含む。１ＰＤＣＣＨ
が搬送するＤＣＩはＤＣＩフォーマットによってそのサイズ及び用途が異なり、符号化速
度によってそのサイズが変化してもよい。
【００５５】
　複数のＰＤＣＣＨがＤＬサブフレームのＰＤＣＣＨ領域内で送信してもよい。ＵＥは複
数のＰＤＣＣＨを監視することができる。ＢＳはＵＥに送信されるＤＣＩによってＤＣＩ
フォーマットを決定し、ＤＣＩに巡回冗長検査ビット（ＣＲＣ）を付加する。ＣＲＣは、
ＰＤＣＣＨの所有者又は使用目的に応じて識別子（例えば、無線ネットワーク一時識別子
（ＲＮＴＩ））でマスク（又は、スクランブル）される。例えば、ＰＤＣＣＨが特定ＵＥ
のためのものであるとき、当該ＵＥの識別子（例えば、ｃｅｌｌ－ＲＮＴＩ（Ｃ－ＲＮＴ
Ｉ））がＣＲＣをマスクしてもよい。ＰＤＣＣＨが呼出しメッセージのためのものである
とき、呼出し識別子（例えば、ｐａｇｉｎｇ－ＲＮＴＩ（Ｐ－ＲＮＴＩ））がＣＲＣをマ
スクしてもよい。ＰＤＣＣＨがシステム情報（より具体的には、システム情報ブロック（
ＳＩＢ））のためのものであるとき、ＳＩ－ＲＮＴＩ（ｓｙｓｔｅｍ　ｉｎｆｏｒｍａｔ
ｉｏｎ　ＲＮＴＩ）がＣＲＣをマスクしてもよい。ＰＤＣＣＨがランダムアクセス応答の
ためのものであるとき、ＲＡ－ＲＮＴＩ（ｒａｎｄｏｍ　ａｃｃｅｓｓ－ＲＮＴＩ）がＣ
ＲＣをマスクしてもよい。ＣＲＣマスク（又は、スクランブル）は、例えば、ビットレベ
ルでＣＲＣとＲＮＴＩとをＸＯＲ演算することを含む。
【００５６】
　ＰＤＣＣＨは、一つ又は複数の連続した制御チャネル要素（ＣＣＥ）の集合（ａｇｇｒ
ｅｇａｔｉｏｎ）上で送信される。ＣＣＥはＰＤＣＣＨに無線チャネル状態に基づく符号
化速度を提供するために用いる論理的割当ユニットである。ＣＣＥは、複数のリソース要
素グループ（ＲＥＧ）に対応する。例えば、一つのＣＣＥは９個のＲＥＧに対応し、一つ
のＲＥＧは４個のＲＥに対応する。４個のＱＰＳＫシンボルがそれぞれのＲＥＧにマップ
される。参照信号（ＲＳ）によって占有されたリソース要素（ＲＥ）はＲＥＧに含まれな
い。したがって、与えられたＯＦＤＭシンボルにおいてＲＥＧの個数はＲＳ存在の有無に
よって変わる。ＲＥＧ概念は他のＤＬ制御チャネル（すなわち、ＰＣＦＩＣＨ及びＰＨＩ
ＣＨ）にも用いられる。ＤＣＩフォーマット及びＤＣＩビットの個数はＣＣＥの個数によ
って決定される。
【００５７】
　ＣＣＥは番号が付けられて連続的に用いられ、復号プロセスを簡単にするために、ｎ個
のＣＣＥで構成されたフォーマットを有するＰＤＣＣＨは、ｎの倍数に該当する番号を有
するＣＣＥだけから始めてもよい。特定ＰＤＣＣＨの送信に用いられるＣＣＥの個数、言
い換えると、ＣＣＥ集約レベルは、チャネル状態に応じてＢＳによって決定される。例え
ば、良いＤＬチャネルを有する（例えば、ＢＳに隣接する）ＵＥのためのＰＤＣＣＨは一
つのＣＣＥでも充分である。しかし、劣悪なチャネルを有する（例えば、セル境界の近く
に存在する）ＵＥのためのＰＤＣＣＨは、充分なロバスト性を得るためには８個のＣＣＥ
が必要なこともある。
【００５８】
　図４は、３ＧＰＰ ＬＴＥ（－Ａ）システムで用いられる上りリンクサブフレーム構造
の一例を示す図である。
【００５９】
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　図４を参照すると、ＵＬサブフレームを周波数ドメインにおいて制御領域とデータ領域
とに区別することができる。一つ又は複数のＰＵＣＣＨがＵＣＩを搬送するために制御領
域に割り当てられている。一つ又は複数のＰＵＳＣＨがユーザデータを搬送するために、
ＵＬサブフレームのデータ領域に割り当てられてもよい。ＵＬサブフレームにおける制御
領域及びデータ領域はそれぞれ、ＰＵＣＣＨ領域及びＰＵＳＣＨ領域と呼ばれることもあ
る。データ領域には測定参照信号（ｓｏｕｎｄｉｎｇ　ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　ｓｉｇｎａ
ｌ、ＳＲＳ）が割り当てられてもよい。ＳＲＳは、時間ドメインではＵＬサブフレームの
末尾に位置するＯＦＤＭシンボル、周波数ドメインではＵＬサブフレームのデータ送信帯
域、すなわち、データ領域上で送信される。同一サブフレームにおける末尾のＯＦＤＭシ
ンボルで送信／受信される複数ＵＥのＳＲＳは、周波数位置／シーケンスによって区別可
能である。
【００６０】
　ＵＥがＵＬ送信にＳＣ－ＦＤＭＡ方式を採択する場合、単一搬送波特性を維持するため
に、３ＧＰＰ ＬＴＥリリース８又はリリース９システムでは、一搬送波上でＰＵＣＣＨ
及びＰＵＳＣＨを同時に送信することができない。３ＧＰＰ ＬＴＥリリース１０システ
ムでは、ＰＵＣＣＨ及びＰＵＳＣＨの同時送信をサポートするか否かを上位層で指示する
ことができる。
【００６１】
　ＵＬサブフレームでは、直流（ＤＣ）副搬送波を基準に遠く離れた副搬送波が制御領域
に活用される。言い換えると、ＵＬ送信帯域幅の両端部に位置する副搬送波が上りリンク
制御情報の送信に割り当てられる。ＤＣ副搬送波は、信号送信に用いられずに残される成
分であって、周波数上方変換過程で搬送周波数ｆ0にマップされる。一ＵＥに対するＰＵ
ＣＣＨは一サブフレームにおいて、一搬送周波数で動作するリソースに属したＲＢ対に割
り当てられ、このＲＢ対に属したＲＢは二つのスロットでそれぞれ異なった副搬送波を占
有する。このように割り当てられるＰＵＣＣＨを、ＰＵＣＣＨに割り当てられたＲＢ対が
スロット境界で周波数ホップすると表現する。ただし、周波数ホップが適用されない場合
には、ＲＢ対が同一の副搬送波を占有する。
【００６２】
　１ＰＵＣＣＨが搬送するＵＣＩは、ＰＵＣＣＨフォーマットによってそのサイズ及び用
途が異なり、符号化速度によってそのサイズが変化してもよい。例えば、次のようなＰＵ
ＣＣＨフォーマットを定義することができる。
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【表２】

【００６３】
　表２を参照すると、ＰＵＣＣＨフォーマット１系列及びＰＵＣＣＨフォーマット３系列
は主にＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報を送信するために用いられ、ＰＵＣＣＨフォーマット２系列
は主にチャネル品質指示子（ＣＱＩ）／プリコーディング行列インデクス（ＰＭＩ）／ラ
ンクインデクス（ＲＩ）などのチャネル状態情報を搬送するために用いられる。
【００６４】
　参照信号
【００６５】
　無線通信システムにおいてパケットを送信するとき、パケットは無線チャネルを通じて
送信されるため、送信過程で信号の歪みが発生することがある。歪んだ信号を受信側で正
しく受信するためには、チャネル情報を用いて受信信号において歪みを補正しなければな
らない。チャネル情報を知るために、送信側及び受信側の両方で知っている信号を送信し
、該信号がチャネルを通じて受信されるときの歪みの度合からチャネル情報を把握する方
法を主に用いる。この信号をパイロット信号又は参照信号（Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇ
ｎａｌ、ＲＳ）という。
【００６６】
　多元アンテナを用いてデータを送受信する場合、各送信アンテナと各受信アンテナとの
間のチャネル状況を知っているときだけ、正しい信号を受信することができる。したがっ
て、送信アンテナごとに、より詳しくはアンテナポートごとに異なった参照信号が存在し
なければならない。
【００６７】
　参照信号は上りリンク参照信号と下りリンク参照信号とに区別できる。現在、ＬＴＥシ
ステムには、上りリンク参照信号として、
　ｉ）ＰＵＳＣＨ及びＰＵＣＣＨを通じて送信された情報のコヒーレントな復調のための
チャネル推定のための復調参照信号（ＤＭ－ＲＳ）
　ii）基地局が、ネットワークの異なる周波数における上りリンクチャネル品質を測定す
るための測定参照信号（ＳＲＳ）
がある。
【００６８】
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　一方、下りリンク参照信号としては、
　ｉ）セル内のすべての端末が共有するセル特定参照信号（ＣＲＳ）
　ii）特定端末だけのための端末特定参照信号
　iii）ＰＤＳＣＨが送信される場合、コヒーレントな復調のために送信される復調参照
信号（ＤＭ－ＲＳ）
　iv）下りリンクＤＭＲＳが送信される場合、チャネル状態情報（ＣＳＩ）を伝達するた
めのチャネル状態情報参照信号（ＣＳＩ－ＲＳ）
　ｖ）マルチメディア同報単一周波数ネットワーク（ＭＢＳＦＮ）モードで送信される信
号に対するコヒーレントな復調のために送信されるＭＢＳＦＮ参照信号
　vi）端末の地理的位置情報を推定するために用いられる測位参照信号
がある。
【００６９】
　参照信号は、チャネル情報取得のために用いられる参照信号と、データ復調のために用
いられる参照信号とに分類される。前者は、ＵＥが下りリンク上のチャネル情報を取得で
きるようにすることに目的があるため、広帯域に送信されなければならず、特定サブフレ
ームで下りリンクデータを受信しない端末であってもその参照信号を受信しなければなら
ない。また、これはハンドオーバなどの状況でも用いられる。後者は、基地局が下りリン
クを送る時に該当のリソースで共に送る参照信号であって、端末は当該参照信号を受信す
ることによってチャネル測定をしてデータを復調することが可能になる。この参照信号は
、データの送信される領域で送信されなければならない。
【００７０】
　図５は、アンテナポートによるＣＲＳのマップパターンを示す図である。ＣＲＳはチャ
ネル情報取得及びデータ復調の二つの目的に用いられ、端末特定参照信号はデータ復調の
ためだけに用いられる。ＣＲＳは、広帯域に対してサブフレームごとに送信され、基地局
の送信アンテナ個数によって最大４個のアンテナポートに対する参照信号が送信される。
【００７１】
　例えば、基地局の送信アンテナの個数が２個の場合、０番及び１番のアンテナポートに
対するＣＲＳが送信され、４個の場合、０～３番のアンテナポートに対するＣＲＳがそれ
ぞれ送信される。
【００７２】
　図６は、アンテナポートによる復調参照信号（ＤＭＲＳ）のマップパターンを示す図で
ある。ＤＭＲＳは、端末がＰＤＳＣＨに関するチャネル推定を行うために定義された参照
信号である。ＤＭＲＳは、送信モード７、８、９で用いてもよい。初期には、ＤＭＲＳは
アンテナポート５番の単一レイヤ送信のためのものと定義されたが、以降、最大８個のレ
イヤの空間多重化のためのものに拡張された。ＤＭＲＳはその別名である端末特定参照信
号から分かるように、特定の一つの端末のためだけに送信されるものであり、したがって
、その特定端末のためのＰＤＳＣＨが送信されるＲＢだけで送信することができる。
【００７３】
　最大８個のレイヤのためのＤＭＲＳの生成について説明すると、次のとおりである。Ｄ
ＭＲＳは、次の式１によって生成された参照信号シーケンスｒ（ｍ）を、次の式２によっ
て複素値変調シンボル（ｃｏｍｐｌｅｘ－ｖａｌｕｅｄ　ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ　ｓｙｍ
ｂｏｌｓ）ａ（ｐ）

ｋ，ｌにマップして送信してもよい。図６は、式２によって、ＤＭＲ
Ｓが標準ＣＰの場合にサブフレーム上のリソースグリッドにマップされたものであり、ア
ンテナポート７～１０に関する図である。
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【数１】

　ここで、ｒ（ｍ）は参照信号シーケンス、ｃ（ｉ）は擬似ランダムシーケンス、Ｎｍａ

ｘ，ＤＬ
ＲＢは下りリンク帯域幅の最大ＲＢ個数をそれぞれ意味する。

【数２】

【００７４】
　上記の式２から分かるように、参照信号シーケンスは、複素変調シンボルにマップされ
たとき、アンテナポートによって次の表３のような直交シーケンス
【数３】

が適用される。
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【表３】

【００７５】
　図７は、アンテナポートによるＣＳＩ－ＲＳマップパターンを示す図である。ＣＳＩ－
ＲＳを送信するアンテナポートをＣＳＩ－ＲＳポートと呼び、ＣＳＩ－ＲＳポートが当該
ＣＳＩ－ＲＳを送信する所定リソース領域におけるリソースの位置を、ＣＳＩ－ＲＳパタ
ーン又はＣＳＩ－ＲＳリソース構成と呼ぶ。また、ＣＳＩ－ＲＳが割当／送信される時間
周波数リソースをＣＳＩ－ＲＳリソースと呼ぶ。例えば、ＣＳＩ－ＲＳ送信に用いられる
リソース要素（ＲＥ）はＣＳＩ－ＲＳ ＲＥと呼ぶ。アンテナポート別ＣＲＳが送信され
るＲＥの位置が固定しているＣＲＳとは違い、ＣＳＩ－ＲＳは、異種ネットワーク環境を
含めた多元セル（ｍｕｌｔｉ－ｃｅｌｌ）環境でセル間干渉（ＩＣＩ）を減らすために、
最大３２通りの異なった構成を有する。ＣＳＩ－ＲＳに対する構成は、セル内のアンテナ
ポート数によって異なり、隣接セルができるだけ異なる構成を有するように構成される。
ＣＳＩ－ＲＳは、ＣＲＳとは違い、最大８個のアンテナポート（ｐ＝１５、ｐ＝１５，１
６、ｐ＝１５，…，１８、及びｐ＝１５，…，２２）までサポートし、△ｆ＝１５ｋＨｚ
に対してだけ定義される。アンテナポートｐ＝１５，…，２２はそれぞれ、以下ＣＳＩ－
ＲＳポートｐ＝０，…，７に対応する。
【００７６】
　表４及び表５は、周波数分割２重通信（ＦＤＤ）用フレーム構造（以下、ＦＳ－１）と
、時分割２重通信（ＴＤＤ）用フレーム構造（以下、ＦＳ－２）とで利用できるＣＳＩ－
ＲＳ構成を例示するものである。特に、表４は、標準ＣＰを有するサブフレームでのＣＳ
Ｉ－ＲＳ構成を示し、表５は、拡張ＣＰを有するサブフレームでのＣＳＩ－ＲＳ構成を示
す。
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【表４】
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【表５】

【００７７】
　表４又は表５の（ｋ'，ｌ'）（ここで、ｋ'はリソースブロック内の副搬送波インデク
スを、ｌ'はスロット内のＯＦＤＭシンボルインデクスを表す）及びｎs（ここで、ｎsは
フレーム内のスロットインデクスを表す）を次の式に適用し、各ＣＳＩ－ＲＳポートが当
該ＣＳＩ－ＲＳの送信に用いる時間周波数リソースを決定することができる。すなわち、
ＣＳＩ－ＲＳ送信のために構成されたサブフレーム（以下、ＣＳＩ－ＲＳサブフレーム）
内のスロットｎsにおいて、ＣＳＩ－ＲＳシーケンスを、ＣＳＩ－ＲＳポートｐ上の参照
シンボルとして用いられる複素変調シンボルａ(p)

k,lに次の式によってマップすることが
できる。
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【数４】

【００７８】
　式３において、ＣＳＩ－ＲＳポートｐがＣＳＩ－ＲＳ送信に用いるリソースインデクス
対（ｋ，ｌ）（ここで、ｋは副搬送波インデクス、ｌはサブフレーム内のＯＦＤＭシンボ
ルインデクス）は、次の式によって決定することができる。

【数５】

【００７９】
　図７は、ＣＳＩ－ＲＳ構成を例示する図である。特に、図７は、式３及び表４によるＣ
ＳＩ－ＲＳ構成を例示するものであり、各ＣＳＩ－ＲＳ構成において１ＲＢ対でＣＳＩ－
ＲＳが占有するリソースの位置を示している。
【００８０】
　図７を参照すると、図７（ａ）は、２個のＣＳＩ－ＲＳポートによるＣＳＩ－ＲＳ送信
に使用可能な２０通りのＣＳＩ－ＲＳ構成を示し、図７（ｂ）は、４個のＣＳＩ－ＲＳポ
ートによって使用可能な１０通りのＣＳＩ－ＲＳ構成を示し、図７（ｃ）は、８個のＣＳ
Ｉ－ＲＳポートによって使用可能な５通りのＣＳＩ－ＲＳ構成を示している。ＣＳＩ－Ｒ
Ｓポートの個数によって定義された各ＣＳＩ－ＲＳ構成には番号を与えることができる。
【００８１】
　ＢＳがＣＳＩ－ＲＳ送信のために２個のアンテナポートを構成すると、すなわち、２個
のＣＳＩ－ＲＳポートを構成すると、これら２個のＣＳＩ－ＲＳポートは、図７（ａ）に
示した２０個のＣＳＩ－ＲＳ構成のうちの一つに該当する無線リソース上でＣＳＩ－ＲＳ
送信を行う。特定セルのために構成されたＣＳＩ－ＲＳポートの個数が４個であるとき、
これら４個のＣＳＩ－ＲＳポートは、図７（ｂ）に示した１０個のＣＳＩ－ＲＳ構成のう
ち、当該特定セルのために構成されたＣＳＩ－ＲＳ構成のリソース上でＣＳＩ－ＲＳを送
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信する。同様に、特定セルのために構成されたＣＳＩ－ＲＳポートが８個であるとき、こ
れら８個のＣＳＩ－ＲＳポートは、図７（ｃ）に示した５個のＣＳＩ－ＲＳ構成のうち、
当該特定セルのために構成されたＣＳＩ－ＲＳ構成のリソース上でＣＳＩ－ＲＳを送信す
る。
【００８２】
　表４及び表５のＣＳＩ－ＲＳ構成は、入れ子特性（ｎｅｓｔｅｄ　ｐｒｏｐｅｒｔｙ）
を有する。入れ子特性とは、多い個数のＣＳＩ－ＲＳポートに対するＣＳＩ－ＲＳ構成が
、少ない個数のＣＳＩ－ＲＳポートのためのＣＳＩ－ＲＳ構成の上位集合となることを意
味する。図７（ｂ）及び図７（ｃ）を参照すると、例えば、４個のＣＳＩ－ＲＳポートに
対するＣＳＩ－ＲＳ構成０を構成するＲＥは、８個のＣＳＩ－ＲＳポートに対するＣＳＩ
－ＲＳ構成０を構成するリソースに含まれる。
【００８３】
　複数のＣＳＩ－ＲＳが、与えられたセルで用いられてもよい。非零電力ＣＳＩ－ＲＳの
場合、一構成に対するＣＳＩ－ＲＳだけが送信される。零電力ＣＳＩ－ＲＳの場合、複数
の構成に対するＣＳＩ－ＲＳが送信してもよい。ＵＥは、零電力ＣＳＩ－ＲＳに該当する
リソースのうち、非零電力ＣＳＩ－ＲＳと想定すべきリソースを除くリソースに対しては
零送信電力を想定する。例えば、ＴＤＤのための無線フレームは、下りリンク送信及び上
りリンク送信が共存する特別サブフレーム、呼出しメッセージが送信されるサブフレーム
、同期信号、物理同報チャネル（ＰＢＣＨ）又はシステム情報ブロックタイプ１（ＳＩＢ
１）の送信とＣＳＩ－ＲＳとが衝突するサブフレームではＣＳＩ－ＲＳが送信されず、Ｕ
ＥはこれらのサブフレームではＣＳＩ－ＲＳが送信されないと想定する。一方、ＣＳＩ－
ＲＳポートが当該ＣＳＩ－ＲＳの送信に使用する時間周波数リソースは、いずれのアンテ
ナポート上でのＰＤＳＣＨ送信にも使用されず、当該ＣＳＩ－ＲＳポート以外の他のアン
テナポートのＣＳＩ－ＲＳ送信に使用されない。
【００８４】
　ＣＳＩ－ＲＳの送信に用いられる時間周波数リソースはデータ送信に用いられないため
、ＣＳＩ－ＲＳオーバヘッドが増加するほどデータ処理量（ｄａｔａ　ｔｈｒｏｕｇｈｐ
ｕｔ）は減少する。このような事実を考慮して、ＣＳＩ－ＲＳがサブフレームごとに送信
されるのではなく、複数のサブフレームに対応する所定の送信周期で送信されるように構
成する。この場合、サブフレームごとに送信される場合に比べて、ＣＳＩ－ＲＳ送信オー
バヘッドが著しく減少するという利点がある。以下、ＣＳＩ－ＲＳ送信のために構成され
たサブフレームをＣＳＩ－ＲＳサブフレームと呼ぶ。ＣＳＩ－ＲＳ送信が構成されたサブ
フレームは、ＣＳＩ－ＲＳ送信周期及びサブフレームオフセットによって定義することが
できる。ＣＳＩ－ＲＳの送信周期及びサブフレームオフセットをＣＳＩ－ＲＳサブフレー
ム構成と呼ぶ。表６は、ＣＳＩ－ＲＳの送信周期ＴCSI-RS及びサブフレームオフセット△

CSI-RSを例示するものである。
【表６】

【００８５】
　表６において、ＩCSI-RSはＣＳＩ－ＲＳ送信周期及びサブフレームオフセットを特定す
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る。
【００８６】
　ＢＳは、ＩCSI-RSを決定又は調整し、ＩCSI-RSを該当のセルのサービス範囲内における
ＵＥに送信することができる。ＵＥはＩCSI-RSに基づいて、当該ＵＥに通信サービスを提
供するセル（以下、サービス提供セル）のＣＳＩ－ＲＳが送信されるＣＳＩ－ＲＳサブフ
レームを判断することができる。ＵＥは、次の式を満たすサブフレームをＣＳＩ－ＲＳサ
ブフレームと判断することができる。
【数６】

【００８７】
　ここで、ｎfは、システムフレーム番号を表し、ｎsは、無線フレーム内のスロット番号
を表す。
【００８８】
　例えば、表６を参照すると、ＩCSI-RSが５以上、且つ１４以下の値であるとき、ＣＳＩ
－ＲＳは、無線フレーム内のサブフレーム番号が（ＩCSI-RS－５）のサブフレームから始
まり、１０個のサブフレームごとに送信される。
【００８９】
　ＢＳは、次のようなパラメータを上位レイヤ信号通知（例えば、媒体接続制御（ＭＡＣ
）信号通知、無線リソース制御（ＲＲＣ）信号通知を通じてＵＥに通知することができる
。
【００９０】
　・ＣＳＩ－ＲＳポートの個数
　・ＣＳＩ－ＲＳ構成（例えば、表４及び表５参照）
　・ＣＳＩ－ＲＳサブフレーム構成（例えば、表６参照）
　・ＣＳＩ－ＲＳサブフレーム構成周期ＴCSI-RS

　・ＣＳＩ－ＲＳサブフレームオフセット△CSI-RS

【００９１】
　必要時に、ＢＳは、零電力で送信されるＣＳＩ－ＲＳ構成と、零電力ＣＳＩ－ＲＳ構成
が送信されるサブフレーム構成とをＵＥに通知してもよい。零電力ＣＳＩ－ＲＳ構成には
、表５及び表６のＣＳＩ－ＲＳ構成を用いることができ、零電力ＣＳＩ－ＲＳが構成され
たサブフレーム構成には、表６のＣＳＩ－ＲＳサブフレーム構成を用いることができる。
【００９２】
　図８は、多地点協調送受信（ＣｏＭＰ）集合からＵＥが合同送信（ｊｏｉｎｔ　ｔｒａ
ｎｓｍｉｓｓｉｏｎ、ＪＴ）サービスを受ける無線通信システムを示す図である。すなわ
ち、ＵＥが送信モード１０に設定される場合の例である。ＣｏＭＰ集合に関連した下りリ
ンク動作は、上記ＪＴに加えて、一つの時点に一つのセル（又は、送信ポイント、例えば
、ＢＳ又はｅＮＢ）からＵＥに下りリンク信号が送信されるように構成される動的セル選
択（ＤＰＳ）、及びＵＥからＣｏＭＰ集合に属した複数のセルへの干渉が最小となるよう
にスケジュール又はビーム形成を行う調整スケジュール／ビーム形成（ｃｏｏｒｄｉｎａ
ｔｅｄ　ｓｃｈｅｄｕｌｉｎｇ／ｂｅａｍｆｏｒｍｉｎｇ、ＣＳ／ＣＢ）がある。
【００９３】
　図８において、ＵＥはＣｏＭＰ集合に属したすべての送信ポイント（ＴＰ）、例えば、
ＴＰ１及びＴＰ２からデータを受信し、ＵＥはそれらのＣｏＭＰ集合に属したすべてのＴ
Ｐに関するチャネル状態情報を送信することができる。この場合、ＲＳもＣｏＭＰ集合内
の複数のＴＰからＵＥに送信してもよい。このような場合において、別個のＴＰの別個の
ＲＳポートからチャネル推定のための特性を互いに共有できるときは、ＵＥの受信プロセ



(22) JP 6006335 B2 2016.10.12

10

20

30

40

50

スの負荷及び複雑度を軽減できる。なお、同一ＴＰの異なったＲＳポートに関するチャネ
ル推定のための特性をＲＳポート間で共有できるときは、ＵＥの受信プロセスの負荷及び
複雑度を軽減できる。そこで、本明細書では、ＲＳポート同士のチャネル推定のための特
性を共有する方法について説明する。
【００９４】
　本発明の実施例を説明するに先立ち、すべての実施例に適用される新しい概念について
定義する。本明細書では、「準共設（ｑｕａｓｉ　ｃｏ－ｌｏｃａｔｅｄ、ＱＣＬ）」と
いう表現を使い、この表現は次のような意味を有する。二つのアンテナポート間を例に取
ると、一つのアンテナポートを通じて一つのシンボルが伝達される無線チャネルの大規模
特性（ｌａｒｇｅ－ｓｃａｌｅ　ｐｒｏｐｅｒｔｙ）が、他のアンテナポートを通じて一
つのシンボルが伝達される無線チャネルから推測（ｉｎｆｅｒ）できるとき、これら二つ
のアンテナポートは準共設されているとみなすことができる。ここで、大規模特性は、遅
延拡散、ドップラ拡散、ドップラシフト、平均利得及び平均遅延のうち一つ以上を含む。
以下、準共設をＱＣＬと記す。
【００９５】
　すなわち、二つのアンテナポートがＱＣＬされているということは、一つのアンテナポ
ートからの無線チャネルの大規模特性が、残り他のアンテナポートからの無線チャネルの
大規模特性と同一であることを意味する。参照信号（ＲＳ）が送信される複数のアンテナ
ポートを考慮すると、異なった２種類のＲＳが送信されるアンテナポートがＱＣＬされて
いるときは、一つの種類のアンテナポートからの無線チャネルの大規模特性を、他の種類
のアンテナポートからの無線チャネルの大規模特性に置き替えてもよい。
【００９６】
　ＱＣＬの概念から、ＵＥは、非ＱＣＬアンテナポートに対してはそれらアンテナポート
からの無線チャネル間に同じ大規模特性を仮定することができない。すなわち、この場合
、ＵＥはタイミング取得及び追跡、周波数オフセット推定及び補償、遅延推定及びドップ
ラ推定などに対して、それぞれの設定された非ＱＣＬアンテナポートごとに独立した処理
を行わなければならない。
【００９７】
　ＱＣＬを仮定できるアンテナポート間については、ＵＥは次のような動作を行うことが
できるという利点がある。
【００９８】
　・遅延拡散及びドップラ拡散について、ＵＥは、いずれか一つのアンテナポートからの
無線チャネルに対する電力遅延プロファイル、遅延拡散及びドップラスペクトル、ドップ
ラ拡散推定結果を、他のアンテナポートからの無線チャネルに対するチャネル推定時に用
いられるウィナーフィルタ（Ｗｉｅｎｅｒ　ｆｉｌｔｅｒ）などに同一に適用することが
できる。
【００９９】
　・周波数シフト及び受信されたタイミングについて、ＵＥは、いずれか一つのアンテナ
ポートに対する時間及び周波数同期化を行った後、同一の同期化を他のアンテナポートの
復調に適用することができる。
【０１００】
　・平均受信電力について、ＵＥは、二つ以上のアンテナポートについての参照信号受信
電力（ＲＳＲＰ）測定を平均することができる。
【０１０１】
　ＵＥが制御チャネル（ＰＤＣＣＨ又はｅＰＤＣＣＨ）を通じて特定ＤＭＲＳベースのＤ
Ｌ関連ＤＣＩフォーマットを受信したとき、ＵＥは、ＤＭＲＳシーケンスを用いて当該Ｐ
ＤＳＣＨに対するチャネル推定を行った後、データ復調を行う。例えば、ＵＥがこのよう
なＤＬスケジュール許可（ｇｒａｎｔ）から受けたＤＭＲＳの送信のためのアンテナポー
ト（以下、「ＤＭＲＳポート」という）の構成が、自身のＤＬサービス提供セル又は他の
セルのＣＲＳを送信するためのアンテナポート（以下、「ＣＲＳポート」という）とのＱ
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ＣＬ仮定（ａｓｓｕｍｐｔｉｏｎ）ができるものであるとき、ＵＥは、当該ＤＭＲＳポー
トを通じたチャネル推定時に、ＣＲＳポートから推定した無線チャネルの大規模特性の推
定値をそのまま適用し、ＤＭＲＳベース受信器のプロセッサの性能を向上させることがで
きる。
【０１０２】
　なぜなら、ＣＲＳは、前述したように、毎サブフレーム、そして全体帯域にわたって相
対的に高い密度で同報される参照信号であり、一般に、上記の大規模特性に関する推定値
はＣＲＳからより安定して取得できるためである。これに対し、ＤＭＲＳは特定スケジュ
ールされたＲＢに対してはＵＥ特定に送信され、且つ、ＰＲＧ単位でｅＮＢが送信に使用
したプリコーディング行列が変わることがあるため、ＵＥに受信される有効チャネルはＰ
ＲＧ単位に変わることがあり、多数のＰＲＧがスケジュールされた場合であっても、広い
帯域にわたってＤＭＲＳを無線チャネルの大規模特性推定のために使用するときは、性能
劣化が発生することがある。ＣＳＩ－ＲＳもその送信周期が数～数十ｍｓとなり、ＲＢ当
たりに平均してアンテナポート当たり１ＲＥ（ＣＤＭが適用されると２ＲＥ単位で受信さ
れる）の低い密度を有するため、ＣＳＩ－ＲＳも同様、上記の無線チャネルの大規模特性
推定のために使用する場合に性能劣化が発生することがある。
【０１０３】
　すなわち、アンテナポート間のＱＣＬ仮定を、各種の下りリンク参照信号の受信、チャ
ネル推定、チャネル状態報告などに活用することができる。
【０１０４】
　本発明の実施例では、ＤＭＲＳ、ＣＲＳ、ＣＳＩ－ＲＳなどの下りリンクＲＳ間にＱＣ
Ｌ仮定情報、すなわち、少なくとも二つのアンテナポート間がＱＣＬであることを指示す
る情報をｅＮＢがＵＥに信号通知することによって、ＵＥのＣＳＩフィードバック及び受
信器プロセスなどの性能を向上させることができる方法を提供する。本発明の実施例では
、好適にはＵＥは送信モード１０に設定又は動作する。
【０１０５】
　〈ＣＳＩ－ＲＳリソース構成情報に基づく別個のＲＳポート間のＱＣＬ〉
【０１０６】
　本発明の一実施例によって、ＣＳＩ－ＲＳリソース構成を通じて別個のＲＳポート間の
ＱＣＬ仮定を指示してもよい。例えば、ＣＳＩ－ＲＳポート及びＣＲＳポートのＱＣＬ仮
定を指示してもよい。
【０１０７】
　一つ以上のＣＳＩ－ＲＳリソース構成がＲＲＣを通じてＵＥに設定される際、ＵＥは、
ＣＳＩ－ＲＳリソース構成ごとに各ＣＳＩ－ＲＳポートと特定ＲＳポートとのＱＣＬ仮定
が可能であるか否かを含む情報を受信することができる。そして、以降、各ＣＳＩ－ＲＳ
リソース構成に対するＣＳＩ報告時に、報告されるチャネル状態情報（ＣＳＩ）、例えば
、ＣＱＩ、ＲＩ、ＰＭＩなどを計算するときに、このようなＱＣＬ又は非ＱＣＬ（ｎｏｎ
－ＱＣＬ、ＮＱＣＬ）仮定に基づいて計算する。
【０１０８】
　本発明の一実施例で用いられるＣＳＩ－ＲＳリソース構成は、次のようなパラメータ又
は情報を含むことができる。
　・ＣＳＩ－ＲＳリソース構成識別子
　・ＣＳＩ－ＲＳポートの数
　・ＣＳＩ－ＲＳ構成（例えば、表４及び表５参照）
　・ＣＳＩ－ＲＳサブフレーム構成（例えば、表６参照）
　・それぞれのＣＳＩプロセスに対してＣＳＩフィードバックのための基準ＰＤＳＣＨ送
信電力、Ｐｃに対するＵＥの仮定
　・擬似ランダムシーケンス生成器パラメータとしてシーケンススクランブル識別子（又
は、初期値）
　・次のパラメータによってＣＲＳアンテナポート及びＣＳＩ－ＲＳアンテナポートがＱ
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ＣＬであるという仮定
　・ＱＣＬ ＣＲＳのためのセルＩＤ
　・ＱＣＬ ＣＲＳのためのＣＲＳアンテナポートの数
　・ＱＣＬ ＣＲＳのためのＭＢＳＦＮサブフレーム構成
【０１０９】
　さらにいうと、ＣｏＭＰ測定集合に属する一つ以上のＣＳＩ－ＲＳリソース構成がＲＲ
Ｃを通じてＵＥに設定される際、該ＵＥは、ＣＳＩ－ＲＳリソース構成ごとに、特定セル
からのＣＲＳポートとのＱＣＬ仮定が可能であるか否かを知らせる情報を受信することが
できる。そして、ＣＳＩ－ＲＳリソース構成ごとのＣＳＩ報告時に、報告されるＣＱＩ、
ＲＩ、ＰＭＩなどを計算するときにＱＣＬ又はＮＱＣＬ仮定に基づいて計算する。すなわ
ち、第１セルからのＣＳＩ－ＲＳリソース構成に該当する第１ＣＳＩ－ＲＳポートと、第
２セルからのＣＲＳポートとがＱＣＬ仮定が可能であると信号通知されると、ＵＥは、第
１ＣＳＩ－ＲＳに対応するＣＳＩ情報計算時に、ＣＳＩ－ＲＳポートから無線チャネルの
大規模特性を取得しないで、ＣＲＳポートから推定した無線チャネルの大規模特性を用い
てもよい。
【０１１０】
　例えば、ＵＥに一つ以上のＣＳＩ－ＲＳリソース構成がＲＲＣを通じて設定される場合
、ＣＳＩ－ＲＳリソース構成ごとにＱＣＬを仮定するＣＲＳに対する識別子を知らせるこ
とができる。このＵＥは、ＣＳＩ－ＲＳリソース構成それぞれに該当するＣＳＩ報告のた
めのＣＱＩ、ＲＩ、ＰＭＩなどの計算時に、以降、自身がＤＭＲＳベースＰＤＳＣＨを受
信するときに、当該ＤＭＲＳポートと上記の与えられた識別子で識別されるセルから送信
されたＣＲＳポートとがＱＣＬであるという仮定下に、データ復調時に１０％のフレーム
誤り率（ＦＥＲ）を達成できるＣＳＩを計算して報告することができる。
【０１１１】
　他の例として、それぞれのＣＳＩ－ＲＳリソース構成に含まれたＣＳＩ－ＲＳのための
スクランブル識別子が特定ＣＲＳポートのセル識別子（又は、スクランブル識別子又は物
理セル識別子）と同一か否かによって、ＣＳＩ－ＲＳポートとＣＲＳポートとのＱＣＬを
仮定できるか否かを暗黙に指示することもできる。
【０１１２】
　更に他の例として、第１ＣＳＩ－ＲＳリソース構成（以下、「ＣＳＩ－ＲＳリソース構
成＃１」という）及び第２ＣＳＩ－ＲＳリソース構成（以下、「ＣＳＩ－ＲＳリソース構
成＃２」という）がＵＥに設定される場合、ＣＳＩ－ＲＳリソース構成＃１はＱＣＬ、Ｃ
ＳＩ－ＲＳリソース構成＃２はＮＱＣＬとして、特定セル（例えば、ＤＬサービス提供セ
ル）からのＣＲＳポートとのＱＣＬ／ＮＱＣＬ仮定又は関係が設定されたときは、該ＵＥ
は、当該セル（例えば、ＤＬサービス提供セル）とのＱＣＬ仮定が可能な特定ＣＳＩ－Ｒ
Ｓリソース構成（すなわち、ＣＳＩ－ＲＳリソース構成＃１）に対するＣＳＩ計算時に、
以降自身がＤＭＲＳベースＰＤＳＣＨを受信して当該ＤＭＲＳポートと、当該セル（例え
ば、ＤＬサービス提供セル）からのＣＲＳポートとのＱＣＬ仮定下に、データ復調時に１
０％ＦＥＲを達成できるＭＣＳレベル、ＣＱＩ、ＲＩ、及びそのときのＰＭＩなどを計算
して報告することができる。また、ＣＳＩ－ＲＳリソース構成に含まれたＰＤＳＣＨのリ
ソース要素当たりエネルギ（ＥＰＲＥ）とＣＳＩ－ＲＳのＥＰＲＥとの比率（Ｐｃ）に特
定の調整（スケーリング）値を適用してＣＱＩなどを計算することができる。ＣＳＩ－Ｒ
Ｓリソース構成＃２の場合、ＮＱＣＬと設定されているため、以降第２ＣＳＩ－ＲＳを送
信したセルからＤＭＲＳベースＰＤＳＣＨを受信するときは、当該セル（例えば、ＤＬサ
ービス提供セル）からのＣＲＳポートとのＱＣＬ仮定ができない。したがって、ＱＣＬ仮
定無しでデータ復調時に１０％ＦＥＲを達成できるＭＣＳレベル、ＣＱＩ、ＲＩ及びその
ときのＰＭＩなどを計算して報告してもよい。一例として、ＱＣＬ仮定が可能な場合に比
べてより低い値のＣＳＩを計算して報告することができる。
【０１１３】
　〈ＣＳＩ－ＲＳリソース構成情報に基づく別個のＣＳＩ－ＲＳポート間のＱＣＬ〉
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【０１１４】
　本発明の他の実施例によって、１ＣＳＩ－ＲＳリソース構成に他のＣＳＩ－ＲＳリソー
ス構成のＣＳＩ－ＲＳポートとのＱＣＬ／ＮＱＣＬが含まれてもよい。
【０１１５】
　例えば、ＣＳＩ－ＲＳリソース構成ごとに識別子情報を含めて、同一識別子情報を有す
るＣＳＩ－ＲＳポート間には互いにＱＣＬを仮定できる信号通知方法も可能である。すな
わち、Ｎビット幅の識別子情報が同一の値に設定されたＣＳＩ－ＲＳポート同士は互いに
ＱＣＬ仮定ができることを意味する。代表的な実施例として、３Ｄビーム形成のためのＬ
＊ＭパネルアンテナをｅＮＢが使用時に、同一のｅＮＢ側で設定される複数のＣＳＩ－Ｒ
Ｓリソース構成間はＱＣＬであることを知らせることによって、このようなＱＣＬ関係に
あるＣＳＩ－ＲＳポート間で大規模特性の推定値のすべて又は一部を共有できるようにし
、ＵＥ受信器の処理の負荷又は複雑性を減らす効果を得ることができる。一方、３Ｄビー
ム形成利得特性の大規模特性のうち平均利得に対してはＱＣＬ仮定を除外してもよい。
【０１１６】
　本発明の他の実施例によって、一つ以上のＣＳＩ－ＲＳリソース構成がＵＥに設定され
る際、ＣＳＩ－ＲＳリソース構成ごとに特定フラグビットを付加し、該フラグビットがト
グルされる度に他のＱＣＬ仮定が可能なＣＳＩ－ＲＳリソース構成グループと認識するよ
うに適用してもよい。すなわち、合計５個のＣＳＩ－ＲＳリソース構成（例えば、ＣＳＩ
－ＲＳリソース構成＃１、ＣＳＩ－ＲＳリソース構成＃２、…、ＣＳＩ－ＲＳリソース構
成＃５）がＵＥに設定されたとき、フラグビットは、ＣＳＩ－ＲＳリソース構成＃１及び
ＣＳＩ－ＲＳリソース構成＃２に対しては０であり、ＣＳＩ－ＲＳリソース構成＃３及び
ＣＳＩ－ＲＳリソース構成＃４に対しては１であり、さらにＣＳＩ－ＲＳリソース構成＃
５に対しては０にトグルされる。これは、｛ＣＳＩ－ＲＳリソース構成＃１、ＣＳＩ－Ｒ
Ｓリソース構成＃２｝間にＱＣＬ仮定が可能であり、他の｛ＣＳＩ－ＲＳリソース構成＃
３、ＣＳＩ－ＲＳリソース構成＃４｝間にＱＣＬ仮定が可能であり、｛ＣＳＩ－ＲＳリソ
ース構成＃５｝は単独でＱＣＬ仮定が可能である旨を指示するため、ＣＳＩ－ＲＳリソー
ス構成＃５は事実上いかなる他のＣＳＩ－ＲＳリソース構成ともＱＣＬ仮定ができないＮ
ＱＣＬであることを指示することができる。
【０１１７】
　また、本発明の他の実施例によって、各ＣＳＩ－ＲＳリソース構成に含まれたＣＳＩ－
ＲＳシーケンススクランブルシードであるＸ値（例えば、物理セル識別子、仮想セル識別
子、又はスクランブル識別子又は初期値）がＣＳＩ－ＲＳリソース構成間の同一Ｘ値であ
るか否かによって、ＱＣＬ／ＮＱＣＬ仮定が指示してもよい。同一のＸ値を含むＣＳＩ－
ＲＳリソース構成に該当するＣＳＩ－ＲＳポート間にＱＣＬ仮定が可能であると暗黙的に
指示してもよい。これと逆に、別個のＸ値を含むＣＳＩ－ＲＳリソース構成に該当するＣ
ＳＩ－ＲＳポート間にはＮＱＣＬを仮定することができる。
【０１１８】
　なお、Ｘ値を、各ＣＳＩ－ＲＳリソース構成に含まれるＣＳＩ－ＲＳポートごとに個別
的に割り当てることができる。この場合、それぞれのＸ値が同一か否かによって、ＱＣＬ
又はＮＱＣＬ仮定を暗黙に指示することができる。
【０１１９】
　また、本発明の他の実施例によって、特定セルＡからのＣＲＳポートと特定ＣＳＩ－Ｒ
Ｓリソース構成との間にＱＣＬ仮定が可能であるという上位層信号通知がＵＥにされると
、これによって、ＵＥは、セルＡからの一部又はすべてのＣＲＳポートと、当該ＣＳＩ－
ＲＳリソース構成内のすべてのＣＳＩ－ＲＳポートとの間にＱＣＬを仮定して処理を行い
、当該ＣＳＩ－ＲＳリソース構成内のＣＳＩ－ＲＳポート同士も互いにＱＣＬ仮定が可能
であると解釈してもよい。逆に、特定セルＡからのＣＲＳポートと特定ＣＳＩ－ＲＳリソ
ース構成との間にＱＣＬ仮定が不可能である（ＮＱＣＬ）という上位層信号通知がＵＥに
されると、これによって、ＵＥは当該セルＡからの一部又はすべてのＣＲＳポートと、当
該ＣＳＩ－ＲＳリソース構成内のすべてのＣＳＩ－ＲＳポートとの間にＱＣＬ仮定をしな
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いで処理を行うようにし、当該ＣＳＩ－ＲＳリソース構成内のＣＳＩ－ＲＳポート同士も
互いにＱＣＬ仮定が不可能であると判断することができる。
【０１２０】
　本発明の他の実施例によって、特定セルＡからのＣＲＳポートと、特定ＣＳＩ－ＲＳリ
ソース構成内の一部ＣＳＩ－ＲＳポートとの間にだけＱＣＬ仮定が可能であるという上位
層信号通知がＵＥにされてもよく、これによって、該ＵＥは当該ＣＳＩ－ＲＳリソース構
成内のＣＳＩ－ＲＳポートのうち、ＱＣＬ仮定が可能であるとしたＣＳＩ－ＲＳポートは
当該ＣＲＳポートとのＱＣＬ仮定を通じて処理を行う。一方、ＵＥは、ＱＣＬ仮定が可能
なＣＳＩ－ＲＳポート以外の残りのＣＳＩ－ＲＳポートに対しては互いにＱＣＬ仮定がで
きないと判断し、加えて、残りのＣＳＩ－ＲＳポートに対しては当該ＣＲＳポートとのＱ
ＣＬ仮定もしないと判断することができる。更に他のセルＢからのＣＲＳポートに対して
も、特定ＣＳＩ－ＲＳリソース構成に関する情報を、上位層信号通知を通じて伝達しても
よい。
【０１２１】
　本発明の更に他の実施例によって、ＣＳＩ－ＲＳリソース構成ごとにＣＳＩ－ＲＳリソ
ース構成内のＣＳＩ－ＲＳポート間にＱＣＬ仮定が可能であるか否かに関する情報ビット
を追加して伝達してもよい。例えば、これらの情報ビットは上位層信号通知に追加されて
伝達されてもよく、より詳しくは、各ＣＳＩ－ＲＳリソース構成内に情報ビットが含まれ
てもよい。すなわち、ＣｏＭＰ測定集合（実際にＣｏＭＰ動作（例えば、ＤＰＳ、ＪＴ、
ＣＳ／ＣＢなど）が行われるＴＰの集合又は当該ＴＰに関連したＣＳＩ－ＲＳリソース構
成の集合）内の特定ＣＳＩ－ＲＳリソース構成内のＣＳＩ－ＲＳポート間にＱＣＬ仮定が
可能であるか否かに関する情報ビットを当該ＣＳＩ－ＲＳリソース構成に含めて伝達して
もよい。このような情報ビットは、ＴＰ Ａ及びＴＰ Ｂを通じてＪＴ送信を受けるＵＥが
あるとき、該ＵＥにはＣＳＩ－ＲＳリソース構成＃１、＃２、＃３に該当する合計３個の
ＣＳＩ－ＲＳリソース構成を送信してもよい。ここで、ＣＳＩ－ＲＳリソース構成＃１は
、ＴＰ Ａが送信するＣＳＩ－ＲＳリソース構成であり、ＣＳＩ－ＲＳリソース構成＃２
は、ＴＰ Ｂが送信するＣＳＩ－ＲＳリソース構成であり、ＣＳＩ－ＲＳリソース構成＃
３は、例えば、ＴＰ Ａ及びＴＰ Ｂそれぞれに該当するＣＳＩ－ＲＳリソース構成＃１及
び＃２から一部の特定ポートを抽出した後結合して構成する、更に他のＣＳＩ－ＲＳリソ
ース構成であってもよい。例えば、ＣＳＩ－ＲＳリソース構成＃３は、ＴＰ Ａでの特定
ＣＳＩ－ＲＳポート＃１と、ＴＰ Ｂでの特定ＣＳＩ－ＲＳポート＃１とを結合して生成
した２ポートＣＳＩ－ＲＳリソース構成に該当する。ＵＥは、このようなＣＳＩ－ＲＳリ
ソース構成＃１、＃２、＃３が設定され、これらを受信してそれぞれに対するＣＳＩフィ
ードバック（例えば、ＲＩ／ＰＭＩ／ＣＱＩなどのフィードバック）を行うと、事実上、
ＣＳＩ－ＲＳリソース構成＃１及び＃２に対するＣＳＩ報告はそれぞれ、ＴＰ Ａ及びＴ
Ｐ Ｂに対するＣＳＩ報告であり、ＣＳＩ－ＲＳリソース構成＃３に対するＣＳＩ報告は
、ＴＰ ＡとＴＰ ＢからのＪＴ送信がなされるときのＴＰ ＡからのチャネルとＴＰ Ｂか
らのチャネルとの間の特定位相差などの情報を伝達できるセル間ＣＳＩ情報が伝達される
ものとして利用することができる。このような動作を行うようにするには、ｅＮＢは、Ｃ
ＳＩ－ＲＳリソース構成＃１に当該ＣＳＩ－ＲＳポート間にＱＣＬ仮定が可能であること
を指示し、ＣＳＩ－ＲＳリソース構成＃２にも当該ＣＳＩ－ＲＳポート間にＱＣＬ仮定が
可能であること指示し、ＣＳＩ－ＲＳリソース構成＃３には当該ＣＳＩ－ＲＳポート間に
ＱＣＬ仮定が不可能である（ＮＱＣＬ）ことを指示してもよい。このように、ＣＳＩ－Ｒ
Ｓリソース構成＃３は、ＴＰ Ａ及びＴＰ Ｂから一部の特定ＣＳＩ－ＲＳポートを結合し
て構成したＣＳＩ－ＲＳリソース構成であり、当該ＣＳＩ－ＲＳポート同士は地理的に離
れたポートである場合があるため、ＮＱＣＬ情報を知らせる必要がある。そのため、ＵＥ
はこのようなＣＳＩ－ＲＳリソース構成＃３内のポート間には大規模特性の推定値を共有
してはならず、よって、大規模特性の推定値（例えば、遅延拡散、ドップラ拡散、ドップ
ラシフト、平均利得、平均遅延など）をポートごとに推定する。以上ではＴＰ Ａ及びＴ
Ｐ Ｂが存在する場合に関する実施例を記述したが、本発明で提案する方式は、より多い
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又は少ない数のＴＰに対しても一般に適用してもよいことは明らかである。
【０１２２】
　また、上記実施例に加えて、ＣｏＭＰリソース管理（ＣＲＭ）集合内のＣＳＩ－ＲＳリ
ソース構成ごとに、当該ＣＳＩ－ＲＳリソース構成内のＣＳＩ－ＲＳポート間にＱＣＬ仮
定が可能であるか否かに関する情報ビットを、上位層信号通知を通じて追加伝達してもよ
い。一例として、各ＣＳＩ－ＲＳリソース構成内に上記情報ビットが含まれてもよい。こ
のような情報ビットがＣＲＭ集合に含まれるＣＳＩ－ＲＳリソース構成ごとに含まれるよ
うにすることによって、各ＣＳＩ－ＲＳリソース構成内のＣＳＩ－ＲＳポート間の大規模
特性の推定値を共有できるか否かを柔軟に設定することができる。
【０１２３】
　この例は、特定ＣｏＭＰ測定集合及び特定ＣＲＭ集合に含まれているＣＳＩ－ＲＳリソ
ース構成に限定されず、このような特定集合に含まれなくても一般的なＣＳＩ－ＲＳ又は
ＲＳリソース構成に対して、次のように一般的に適用してもよい。
【０１２４】
　１ＲＳ（例えば、ＣＳＩ－ＲＳ、ＣＲＳ、ＤＭＲＳ、ＳＲＳ、ＴＲＳ（追跡ＲＳ））リ
ソース構成ごとに、当該ＲＳリソース構成内の当該ＲＳポート間にＱＣＬ仮定が可能であ
るか否かに関する情報ビットを、上位層信号通知を通じてＵＥに追加伝達してもよい。当
該ＲＳポート間にＱＣＬ仮定が可能であるという情報ビットが受信されたときは、ＵＥは
、当該ＲＳポート間に大規模特性の推定値を共有又は平均することができ、逆の場合は共
有又は平均することができない。
【０１２５】
　〈ＣＳＩ－ＲＳリソース構成情報に基づくＣＳＩ－ＲＳポートとＤＭＲＳポートとの間
のＱＣＬ〉
【０１２６】
　本発明の他の実施例によって、ＣＳＩ－ＲＳリソース構成内に、ＣＳＩ－ＲＳポートと
ＤＭＲＳポートとのＱＣＬ／ＮＱＣＬに対する指示情報が含まれてもよい。
【０１２７】
　例えば、ＣＳＩ－ＲＳリソース構成ごとに、特定ＤＭＲＳポートとのＱＣＬ／ＮＱＣＬ
の仮定をＲＲＣで指定しておくことができる。ＵＥが、すべてのＤＭＲＳポートとのＱＣ
Ｌ仮定が可能に設定されたＣＳＩ－ＲＳリソース構成＃１を受信したときは、ＵＥは、以
降、ＤＭＲＳベースのＰＤＳＣＨ受信時に、ＣＳＩ－ＲＳリソース構成＃１で仮定した特
定大規模特性の推定値を同一に適用して受信処理に反映することができる。これは、再構
成がない限り、ｅＮＢは、ＣＳＩ－ＲＳリソース構成＃１を送信したＴＰから、しばらく
の間、当該ＵＥにＰＤＳＣＨを送信するということを意味できる。特に、ＣｏＭＰシナリ
オ４のように、ＣＲＳが多数のＴＰから同時に送信される状況では、このようなＣＲＳを
用いたＴＰ特定ＱＣＬ仮定を行うことが困難であるため、ＣＳＩ－ＲＳポートとＱＣＬ仮
定が設定されたＤＭＲＳポートとに関する情報を通知して、ＤＭＲＳベースの受信処理性
能を向上させるために活用することができる。
【０１２８】
　例えば、ＵＥがＣＳＩ－ＲＳリソース構成＃１及びＣＳＩ－ＲＳリソース構成＃２に該
当する二つのＣＳＩ－ＲＳリソース構成を受信した場合、ＣＳＩ－ＲＳリソース構成＃１
は特定セル（例えば、ＤＬサービス提供セル）のＣＲＳポートとＱＣＬ仮定可能、ＣＳＩ
－ＲＳリソース構成＃２は特定セル（例えば、ＤＬサービス提供セル）のＣＲＳポートと
ＮＱＣＬ仮定をするように設定されたときは、該ＵＥは、ＤＭＲＳポートはＣＳＩ－ＲＳ
リソース構成＃１及び当該セル（例えば、ＤＬサービス提供セル）のＣＲＳポートとすべ
てＱＣＬ仮定可能であると判断することができる。なぜなら、ＣＳＩ－ＲＳリソース構成
＃１が当該セル（例えば、ＤＬサービス提供セル）のＣＲＳポートとＱＣＬ仮定が可能で
あると設定されたため、ＵＥはＣＳＩ－ＲＳリソース構成＃１に基づくＣＳＩフィードバ
ック時に、前述したように、より高いＭＣＳレベル、ＣＱＩなどのＣＳＩを計算して報告
できるからである。したがって、ｅＮＢがＣＳＩ－ＲＳリソース構成＃１において当該Ｃ
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ＳＩ－ＲＳポートと当該セル（例えば、ＤＬサービス提供セル）のＣＲＳポートとＱＣＬ
仮定可能であると設定した以上、以降再構成がない限り、当該ＵＥ用にスケジュールする
ときは、ＣＳＩ－ＲＳリソース構成＃１を送信したＴＰがＤＭＲＳベースＰＤＳＣＨを送
信するはずであるという一種の約束と解釈され、ＵＥは、ＱＣＬの仮定されたＣＳＩ－Ｒ
Ｓリソース構成＃１ベースのＣＳＩを計算して報告し、実際ＰＤＳＣＨ受信もＱＣＬの仮
定された受信処理を行うことによって性能向上を期待することができるからである。すな
わち、ＣｏＭＰ測定集合内の一つ以上のＣＳＩ－ＲＳリソース構成のうち一つでも特定セ
ル（例えば、ＤＬサービス提供セル）のＣＲＳポートとのＱＣＬ仮定が可能となるように
許容されたＣＳＩ－ＲＳリソース構成がある場合、ＵＥは、ＤＭＲＳベースのＰＤＳＣＨ
復調時に、当該ＤＭＲＳポートと当該セル（例えば、ＤＬサービス提供セル）のＣＲＳポ
ート（及び、当該ＱＣＬ仮定されたＣＳＩ－ＲＳポート）とのＱＣＬ仮定が可能であると
判断できる。これは、このようなＱＣＬ仮定による受信処理を行うことが許容されること
であり、また当該ＣＳＩ報告時にもこのようなＱＣＬ仮定による受信処理を仮定した場合
のＣＳＩを報告する。
【０１２９】
　逆に、ＣｏＭＰ測定集合内の一つ以上のＣＳＩ－ＲＳリソース構成がすべて特定セル（
例えば、ＤＬサービス提供セル）のＣＲＳポートとのＮＱＣＬ仮定と設定された場合、Ｕ
Ｅは、ＤＭＲＳベースＰＤＳＣＨ復調時に当該ＤＭＲＳポートと当該セル（例えば、ＤＬ
サービス提供セル）のＣＲＳポートとのＮＱＣＬ仮定をしなければならないことが暗黙、
かつ半静的な方式で指示されたと判断することができる。この場合、受信処理時にいかな
る他のＲＳポートともＱＣＬ仮定を考慮した動作を行ってはならず、また、当該ＣＳＩ報
告時にもＮＱＣＬ仮定による受信処理を仮定した場合のＣＳＩを報告する。
【０１３０】
　また、本発明の他の実施例によれば、各ＣＳＩ－ＲＳリソース構成に特定サブフレーム
インデクス情報が含まれる。この場合、ＤＭＲＳベースのＤＬスケジュールを行うとき、
該サブフレームインデクスに、当該ＤＭＲＳポートと各ＣＳＩ－ＲＳリソース構成が指示
するＣＳＩ－ＲＳポートとがＱＣＬ／ＮＱＣＬ仮定可能であるか否かをＲＲＣで指定して
おいてもよい。また、ＤＭＲＳポートが特定セル（例えば、ＤＬサービス提供セル）のＣ
ＲＳポートとＱＣＬ／ＮＱＣＬ仮定ができるか否かも含むことができる。一例として、Ｃ
ＳＩ－ＲＳリソース構成＃１は偶数インデクスのサブフレームにＤＭＲＳポートとのＱＣ
Ｌ仮定が可能であると指定されたとき、ＵＥは、偶数インデクスのサブフレームでＤＭＲ
ＳベースＰＤＳＣＨ受信時にＣＳＩ－ＲＳリソース構成＃１（及び／又は当該セル（例え
ば、ＤＬサービス提供セル）のＣＲＳポート）で仮定した大規模特性の推定値の全部又は
一部を同一に適用して受信処理に反映することができる。ＣＳＩ報告時にもこの情報が反
映されるようにすると、ＵＥがＱＣＬ／ＮＱＣＬ仮定を考慮したＣＳＩ（例えば、ＵＥが
以降ＤＭＲＳベースＰＤＳＣＨを受信して当該ＤＭＲＳポートとＣＳＩ－ＲＳリソース構
成＃１（及び／又は当該セル（例えば、ＤＬサービス提供セル）のＣＲＳポート）とのＱ
ＣＬ／ＮＱＣＬ仮定下に、データ復調時に１０％ＦＥＲを達成できるＭＣＳレベル、ＣＱ
Ｉ、ＲＩ及びそのときのＰＭＩなど）を計算し、ＱＣＬ仮定時のＣＳＩ、及び／又はＮＱ
ＣＬ仮定時のＣＳＩをそれぞれ報告することもできる。このような情報は、特定サブフレ
ームビットマップ又はサブフレームインデクス集合の形態で提供することができる。例え
ば、サブフレーム集合＃１はＤＭＲＳポートと特定セル（例えば、ＤＬサービス提供セル
）のＣＲＳポートとの間のＱＣＬ仮定が可能、サブフレーム集合＃２はＤＭＲＳポートと
特定ＣＳＩ－ＲＳポートとの間のＱＣＬ仮定が可能となるように設定してもよく、他の実
施例として、サブフレーム集合＃１はＤＭＲＳポートと特定セル（例えば、ＤＬサービス
提供セル）のＣＲＳポートとの間のＱＣＬ仮定が可能であり、サブフレーム集合＃２はＤ
ＭＲＳポートと特定ＣＳＩ－ＲＳポートとの間のＮＱＣＬを仮定するように設定してもよ
い。
【０１３１】
　〈上位層信号通知及び／又はＤＣＩを通じたＣＳＩ－ＲＳポートとＤＭＲＳポートとの
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間のＱＣＬ〉
【０１３２】
　本発明の他の実施例として、あらかじめＲＲＣ信号通知のような上位層信号通知を通じ
て、ＱＣＬ仮定が可能なＣＳＩ－ＲＳポートとＤＭＲＳポートとの間の対（ｐａｉｒ）情
報、ＱＣＬ仮定が可能なＣＲＳポート及びＣＳＩ－ＲＳポート間対情報、又はＱＣＬ仮定
が可能なＣＲＳポート及びＤＭＲＳポート間対情報などを、複数の状態として準静的方式
で構成しておき、ＤＣＩを通じてスケジュール許可を与えるとき、それらの状態のいずれ
か一つを動的に指示することができる。
【０１３３】
　非周期的ＣＳＩ（Ａ－ＣＳＩ）及び非周期的ＳＲＳ（Ａ－ＳＲＳ）の起動方式と同様に
、Ｎビット（例えば、Ｎ＝２）で複数の状態のいずれか一つを起動するが、このとき、そ
れぞれの状態はＲＲＣで設定された各ＲＳポート間（例えば、「ＣＳＩ－ＲＳ／ＤＭＲＳ
ポート」、「ＣＲＳ／ＣＳＩ－ＲＳポート」、「ＣＲＳ／ＤＭＲＳポート」など）ＱＣＬ
仮定可能な対を事前に設定しておき、これを動的に起動できる。例えば、Ｎ＝２の場合、
状態「００」はＮＱＣＬ（すなわち、ＤＭＲＳポートはいかなる他のＲＳポートともＱＣ
Ｌ仮定不可）、状態「０１」は、ＤＭＲＳポートは特定セル（例えば、ＤＬサービス提供
セル）のＣＲＳポートとＱＣＬ仮定可能、状態「１０」は、第１集合のＲＲＣで設定され
たＲＳ間ＱＣＬ対情報（例えば、「ＣＳＩ－ＲＳ／ＤＭＲＳポート」又は「ＣＲＳ／ＤＭ
ＲＳポート」）、状態「１１」は、第２集合のＲＲＣで設定されたＱＣＬ対情報（例えば
、「ＣＳＩ－ＲＳ／ＤＭＲＳポート」又は「ＣＲＳ／ＤＭＲＳポート」）などの形態に設
定しておく方式が可能である。このとき、例えば、第１集合のＲＲＣで設定されたＲＳ間
ＱＣＬ対情報は「ＤＭＲＳポートは｛ＣＳＩ－ＲＳリソース構成＃１、ＣＳＩ－ＲＳリソ
ース構成＃２｝に含まれたＣＳＩ－ＲＳポートとＱＣＬ仮定可能」、また、第２集合のＲ
ＲＣで設定されたＲＳ間ＱＣＬ対情報は「ＤＭＲＳポートは特定セル（例えば、ＤＬサー
ビス提供セル）のＣＲＳポートとＱＣＬ仮定可能」などに設定してもよい。
【０１３４】
　また、本発明の他の実施例において、「ＣＲＳポートとＤＭＲＳポートとの間のＱＣＬ
対情報」は、ＤＣＩを通じた動的な指示無しでＲＲＣ信号通知のような上位層信号通知に
よる準静的な方式で設定してもよい。すなわち、このようなＲＲＣ信号通知がＵＥに受信
された場合、ＵＥは、以降ＤＭＲＳベースＰＤＳＣＨがスケジュールされ、当該ＤＭＲＳ
ポートからのＲＳに基づいてデータ復調するとき、特定セル（例えば、ＤＬサービス提供
セル）のＣＲＳポートとのＱＣＬ／ＮＱＣＬ仮定を反映して受信処理を行うことができる
。また、ＣＳＩフィードバックはＣＲＳに基づき、データ復調はＤＭＲＳに基づく送信モ
ードに対しては、ＲＲＣで設定された「特定セル（例えば、ＤＬサービス提供セル）のＣ
ＲＳポートとＤＭＲＳポートとの間のＱＣＬ対情報」に基づいて当該ＣＳＩ（例えば、自
身が以降ＤＭＲＳベースＰＤＳＣＨを受信して、当該ＤＭＲＳポートと当該セル（例えば
、ＤＬサービス提供セル）のＣＲＳポートとのＱＣＬ／ＮＱＣＬ仮定下に、データ復調時
に１０％ＦＥＲを達成できるＭＣＳレベル、ＣＱＩ、ＲＩ及びそのときのＰＭＩなど）を
報告することができる。
【０１３５】
　図９は、本発明の実施例を実行する送信装置１０及び受信装置２０の構成要素を示すブ
ロック図である。
【０１３６】
　送信装置１０及び受信装置２０は、情報及び／又はデータ、信号、メッセージなどを搬
送する無線信号を送信又は受信できる無線周波（ＲＦ）ユニット１３，２３と、無線通信
システム内の通信と関連した各種情報を記憶するメモリ１２，２２と、ＲＦユニット１３
，２３及びメモリ１２，２２の構成要素と接続してこれらの構成要素を制御するように動
作し、当該装置が前述の本発明の実施例の少なくとも一つを実行するようにメモリ１２，
２２及び／又はＲＦユニット１３，２３を制御するように構成されたプロセッサ１１，２
１をそれぞれ備える。
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【０１３７】
　メモリ１２，２２は、プロセッサ１１，２１の処理及び制御のためのプログラムを記憶
することができ、入出力される情報を一時記憶することができる。メモリ１２，２２をバ
ッファとして活用してもよい。
【０１３８】
　プロセッサ１１，２１は、一般に、送信装置又は受信装置内の各種モジュールの動作全
般を制御する。特に、プロセッサ１１，２１は、本発明を実行するための各種制御機能を
果たすことができる。プロセッサ１１，２１を制御装置、マイクロ制御装置、マイクロプ
ロセッサ、マイクロコンピュータなどと呼ぶこともできる。プロセッサ１１，２１は、ハ
ードウェア、ファームウェア若しくはソフトウェア、又はこれらの結合によって具現して
もよい。ハードウェアを用いて本発明を具現する場合は、本発明を実行するように構成さ
れた特定用途集積回路（ＡＳＩＣ）、デジタル信号処理プロセッサ（ＤＳＰ）、デジタル
信号処理デバイス（ＤＳＰＤ）、プログラム可能論理デバイス（ＰＬＤ）、フィールドプ
ログラム可能ゲートアレイ（ＦＰＧＡ）などをプロセッサ４００ａ，４００ｂに含めても
よい。一方、ファームウェア又はソフトウェアを用いて本発明を具現する場合は、本発明
の機能又は動作を実行するモジュール、手順又は関数などを含むようにファームウェア又
はソフトウェアを構成してもよい。本発明を実行できるように構成されたファームウェア
又はソフトウェアは、プロセッサ１１，２１内に設けられたメモリ１２，２２に記憶させ
てプロセッサ１１，２１によって駆動してもよい。
【０１３９】
　送信装置１０におけるプロセッサ１１は、プロセッサ１１又はプロセッサ１１に接続し
ているスケジューラからスケジュールされて外部に送信される信号及び／又はデータに対
して所定の符号化及び変調を行った後、ＲＦユニット１３に送信する。例えば、プロセッ
サ１１は、送信しようとするデータ列を逆多重化、チャネル符号化、スクランブル、及び
変調などをしてＫ個のレイヤに変換する。符号化されたデータ列は符号語とも呼ばれ、Ｍ
ＡＣ層が提供するデータブロックである伝送ブロック（ｔｒａｎｓｐｏｒｔ　ｂｌｏｃｋ
、ＴＢ）と等価である。１伝送ブロックは１符号語に符号化され、各符号語は一つ以上の
レイヤの形態で受信装置に送信される。周波数上方変換のためにＲＦユニット１３は発振
器を含むことができる。ＲＦユニット１３はＮｔ個（Ｎｔは１以上の正の整数）の送信ア
ンテナを含むことができる。
【０１４０】
　受信装置２０の信号処理過程は、送信装置１０の信号処理過程の逆となる。プロセッサ
２１の制御下に、受信装置２０のＲＦユニット２３は送信装置１０から送信された無線信
号を受信する。ＲＦユニット２３は、Ｎｒ個の受信アンテナを含むことができ、ＲＦユニ
ット２３は受信アンテナから受信した信号のそれぞれを周波数下方変換して基底帯域信号
に復元する。ＲＦユニット２３は、周波数下方変換のために発振器を含むことができる。
プロセッサ２１は、受信アンテナから受信した無線信号に対する復号及び復調を行い、送
信装置１０が本来送信しようとしたデータに復元することができる。
【０１４１】
　ＲＦユニット１３，２３は一つ以上のアンテナを具備する。アンテナは、プロセッサ１
１，２１の制御下に、本発明の一実施例によって、ＲＦユニット１３，２３で処理された
信号を外部に送信したり、外部から無線信号を受信してＲＦユニット１３，２３に伝達し
たりする機能を果たす。アンテナはアンテナポートと呼ばれることもある。各アンテナは
一つの物理アンテナに対応してもよいし、２以上の物理アンテナ素子の組合せによって構
成してもよい。各アンテナから送信された信号は受信装置２０によってそれ以上分解され
ることはない。当該アンテナに対応して送信された参照信号（ＲＳ）は受信装置２０の観
点で見たアンテナを定義し、チャネルが１物理アンテナからの単一無線チャネルであるか
、又は当該アンテナを含む複数の物理アンテナ素子からの合成（ｃｏｍｐｏｓｉｔｅ）チ
ャネルであるかに関係なく、受信装置２０にとって当該アンテナに対するチャネル推定を
可能にする。すなわち、アンテナは、該アンテナ上のシンボルを伝達するチャネルが同一
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複数のアンテナを用いてデータを送受信する多入力多出力（ＭＩＭＯ）機能をサポートす
るＲＦユニットの場合は２個以上のアンテナに接続してもよい。
【０１４２】
　本発明の実施例において、ＵＥは上りリンクでは送信装置１０として動作し、下りリン
クでは受信装置２０として動作する。本発明の実施例において、ｅＮＢが上りリンクでは
受信装置２０として動作し、下りリンクでは送信装置１０として動作する。
【０１４３】
　上記の送信装置及び／又は受信装置は、図１乃至図１８と関連して説明した本発明の実
施例のうち少なくとも一つ又は二つ以上の実施例の組合せを実行することができる。
【０１４４】
　上述したように開示された本発明の好適な実施例に関する詳細な説明は、当業者が本発
明を具現して実施し得るように提供された。以上では本発明の好適な実施例を参照して説
明したが、当該技術の分野における熟練した者には、添付の特許請求の範囲に記載された
本発明を様々に修正及び変更できるということが理解できるであろう。したがって、本発
明はここに示した実施の形態に制限されるものではなく、ここに開示された原理及び新規
な特徴と一致する最も広い範囲を付与するためのものである。
【産業上の利用可能性】
【０１４５】
　本発明は、無線移動通信システムにおける端末機、基地局、又はその他の装備に利用可
能である。

【図１】 【図２】
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