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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線アクセス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
ための方法であって、前記方法は、
　３次元ビームフォーミングのために使用されるＣＳＩ－ＲＳ構成情報要素を受信するこ
とであって、前記ＣＳＩ－ＲＳ構成情報要素は、アンテナポートグループの番号を示す第
一のパラメータと、前記アンテナポートグループのそれぞれに対する前記ＣＳＩ－ＲＳの
異なる送信周期を示す第二のパラメータとを含む、ことと、
　前記ＣＳＩ－ＲＳ構成情報要素に基づいて前記アンテナポートグループのそれぞれに対
する前記ＣＳＩ－ＲＳを受信することと、
　前記アンテナポートグループのそれぞれに対する前記受信されたＣＳＩ－ＲＳに基づい
て前記アンテナポートグループのそれぞれに対するチャネル状態情報を取得することと
　を含み、
　前記アンテナポートグループのそれぞれは、前記３次元ビームフォーミングの垂直ビー
ムフォーミングおよび水平ビームフォーミングに対してグループ化されており、
　前記アンテナポートグループのそれぞれは、２つ以上のアンテナを含む、方法。
【請求項２】
　前記ＣＳＩ－ＲＳ構成情報要素は、上位層信号を介して受信される、請求項１に記載の
方法。
【請求項３】
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　前記チャネル状態情報を基地局に報告することをさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　無線アクセス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
ためのユーザ機器（ＵＥ）であって、前記ＵＥは、
　トランシーバと、
　前記ＣＳＩ－ＲＳ受信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、前記トランシーバを用いて、
　３次元ビームフォーミングのために使用されるＣＳＩ－ＲＳ構成情報要素を受信するこ
とと、
　前記ＣＳＩ－ＲＳ構成情報要素に基づいてアンテナポートグループのそれぞれに対する
前記ＣＳＩ－ＲＳを受信することと、
　前記アンテナポートグループのそれぞれに対する前記受信されたＣＳＩ－ＲＳに基づい
て前記アンテナポートグループのそれぞれに対するチャネル状態情報を取得することと
　を行うように構成されており、
　前記ＣＳＩ－ＲＳ構成情報要素は、アンテナポートグループの番号を示す第一のパラメ
ータと、前記アンテナポートグループのそれぞれに対する前記ＣＳＩ－ＲＳの異なる送信
周期を示す第二のパラメータとを含み、
　前記アンテナポートグループのそれぞれは、前記３次元ビームフォーミングの垂直ビー
ムフォーミングおよび水平ビームフォーミングに対してグループ化されており、
　前記アンテナポートグループのそれぞれは、２つ以上のアンテナを含む、ユーザ機器。
【請求項５】
　前記ＣＳＩ－ＲＳ構成情報要素は、上位層信号を介して受信される、請求項４に記載の
ユーザ機器。
【請求項６】
　前記プロセッサは、前記トランシーバを用いて前記チャネル状態情報を基地局に報告す
るように構成されている、請求項５に記載のユーザ機器。
【請求項７】
　無線アクセス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
ための方法であって、前記方法は、
　３次元ビームフォーミングのために使用されるＣＳＩ－ＲＳ構成情報要素を送信するこ
とであって、前記ＣＳＩ－ＲＳ構成情報要素は、アンテナポートグループの番号を示す第
一のパラメータと、前記アンテナポートグループのそれぞれに対する前記ＣＳＩ－ＲＳの
異なる送信周期を示す第二のパラメータとを含む、ことと、
　前記ＣＳＩ－ＲＳ構成情報要素に基づいて前記アンテナポートグループのそれぞれに対
する前記ＣＳＩ－ＲＳを送信することと
　を含み、
　前記アンテナポートグループのそれぞれは、前記３次元ビームフォーミングの垂直ビー
ムフォーミングおよび水平ビームフォーミングに対してグループ化されており、
　前記アンテナポートグループのそれぞれは、２つ以上のアンテナを含む、方法。
【請求項８】
　前記ＣＳＩ－ＲＳ構成情報要素は、上位層信号を介して受信される、請求項７に記載の
方法。
【請求項９】
　前記ＣＳＩ－ＲＳに基づいて取得される、前記アンテナポートグループに対するチャネ
ル状態情報を含む報告を受信することをさらに含む、請求項７に記載の方法。
【請求項１０】
　無線アクセス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
ためのｅＮＢ（ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｎｏｄｅ　Ｂ）であって、前記ｅＮＢは、
　トランシーバと、
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　前記ＣＳＩ－ＲＳ送信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、
　３次元ビームフォーミングのために使用されるＣＳＩ－ＲＳ構成情報要素を送信するこ
とと、
　前記ＣＳＩ－ＲＳ構成情報要素に基づいてアンテナポートグループのそれぞれに対する
前記ＣＳＩ－ＲＳを送信することと
　を行うように構成されており、
　前記ＣＳＩ－ＲＳ構成情報要素は、アンテナポートグループの番号を示す第一のパラメ
ータと、前記アンテナポートグループのそれぞれに対する前記ＣＳＩ－ＲＳの異なる送信
周期を示す第二のパラメータとを含み、
　前記アンテナポートグループのそれぞれは、前記３次元ビームフォーミングの垂直ビー
ムフォーミングおよび水平ビームフォーミングに対してグループ化されており、
　前記アンテナポートグループのそれぞれは、２つ以上のアンテナを含む、ｅＮＢ。
【請求項１１】
　前記ＣＳＩ－ＲＳ構成情報要素は、上位層信号を介して送信される、請求項１０に記載
のｅＮＢ。
【請求項１２】
　前記プロセッサは、前記ＣＳＩ－ＲＳに基づいて取得される、前記アンテナポートグル
ープに対するチャネル状態情報を含む報告を受信するように構成されている、請求項１０
に記載のｅＮＢ。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線接続システムに関し、特に、アンテナポート又はアンテナポート集合別
にチャネル状態情報参照信号（ＣＳＩ－ＲＳ：Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｓｔａｔｕｓ　Ｉｎｆｏ
ｒｍａｔｉｏｎ　Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ）の送信周期を異ならせて送信する
方法及びこれを支援する装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　無線接続システムが音声やデータなどのような種々の通信サービスを提供するために広
範囲に展開されている。一般に、無線接続システムは、可用のシステムリソース（帯域幅
、送信電力など）を共有して多重ユーザとの通信を支援できる多元接続（ｍｕｌｔｉｐｌ
ｅ　ａｃｃｅｓｓ）システムである。多元接続システムの例には、ＣＤＭＡ（ｃｏｄｅ　
ｄｉｖｉｓｉｏｎ　ｍｕｌｔｉｐｌｅ　ａｃｃｅｓｓ）システム、ＦＤＭＡ（ｆｒｅｑｕ
ｅｎｃｙ　ｄｉｖｉｓｉｏｎ　ｍｕｌｔｉｐｌｅ　ａｃｃｅｓｓ）システム、ＴＤＭＡ（
ｔｉｍｅ　ｄｉｖｉｓｉｏｎ　ｍｕｌｔｉｐｌｅ　ａｃｃｅｓｓ）システム、ＯＦＤＭＡ
（ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ｄｉｖｉｓｉｏｎ　ｍｕｌｔｉｐｌｅ　
ａｃｃｅｓｓ）システム、ＳＣ－ＦＤＭＡ（ｓｉｎｇｌｅ　ｃａｒｒｉｅｒ　ｆｒｅｑｕ
ｅｎｃｙ　ｄｉｖｉｓｉｏｎ　ｍｕｌｔｉｐｌｅ　ａｃｃｅｓｓ）システムなどがある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　本発明の目的は、効率的な参照信号送信方法を提供することにある。
【０００４】
　本発明の他の目的は、マッシブアンテナ環境でアンテナポート別に参照信号の送信周期
を異ならせる方法を提供することにある。
【０００５】
　本発明のさらに他の目的は、マッシブアンテナ環境でアンテナ集合別に参照信号の送信
周期を異ならせる方法を提供することにある。
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【０００６】
　本発明のさらに他の目的は、アンテナ又はアンテナ集合別に参照信号の送信周期を異な
らせる場合にチャネル状態情報を取得及び送信する方法を提供することにある。
【０００７】
　本発明で達成しようとする技術的目的は、以上で言及した事項に制限されず、言及して
いない他の技術的課題は、以下に説明する本発明の実施例から、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とって考慮されてもよい。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明は、無線接続システムに関し、アンテナポート又はアンテナポート集合別にチャ
ネル状態情報参照信号（ＣＳＩ－ＲＳ：Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｓｔａｔｕｓ　Ｉｎｆｏｒｍａ
ｔｉｏｎ　Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ）の送信周期を異ならせて送信するための
様々な方法及びこれを支援する装置を提供する。
【０００９】
　本発明の一様態として、無線接続システムにおいてチャネル状態情報参照信号（ＣＳＩ
－ＲＳ）を受信する方法は、２つ以上のアンテナポートに対するＣＳＩ－ＲＳの送信周期
を異なるように設定するためのＣＳＩ－ＲＳ構成情報要素を受信するステップと、ＣＳＩ
－ＲＳ構成情報要素に基づいて２つ以上のアンテナポートのそれぞれに対するＣＳＩ－Ｒ
Ｓを受信するステップと、受信したＣＳＩ－ＲＳに基づいて２つ以上のアンテナポート別
にチャネル状態情報を取得するステップと、を含むことができる。
【００１０】
　本発明の他の様態として、無線接続システムにおいてチャネル状態情報参照信号（ＣＳ
Ｉ－ＲＳ）を受信するための端末は、信号送受信のためのトランシーバ、及びＣＳＩ－Ｒ
Ｓ受信を制御するためのプロセッサを備えることができる。ここで、プロセッサは、トラ
ンシーバを用いて、２つ以上のアンテナポートに対するＣＳＩ－ＲＳの送信周期を異なる
ように設定するためのＣＳＩ－ＲＳ構成情報要素を受信し、ＣＳＩ－ＲＳ構成情報要素に
基づいて２つ以上のアンテナポートのそれぞれに対するＣＳＩ－ＲＳを受信することがで
きる。また、プロセッサは、受信したＣＳＩ－ＲＳに基づいて２つ以上のアンテナポート
別にチャネル状態情報を取得するように構成されてもよい。
【００１１】
　上記ＣＳＩ－ＲＳ構成情報要素は、２つ以上のアンテナポートに対するそれぞれの送信
周期を示す２つ以上のサブフレーム構成パラメータを含むことができる。
【００１２】
　上記端末は、測定した上記チャネル状態情報を基地局に報告することができる。このと
き、チャネル状態情報は、物理上りリンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）又は物理上りリン
ク共有チャネル（ＰＵＳＣＨ）を介して送信することができる。
【００１３】
　本発明の他の様態として、無線接続システムにおいてチャネル状態情報参照信号（ＣＳ
Ｉ－ＲＳ）を受信する方法は、２つ以上のアンテナポートセットに対するＣＳＩ－ＲＳの
送信周期を異なるように設定するためのＣＳＩ－ＲＳ構成情報要素を受信するステップと
、ＣＳＩ－ＲＳ構成情報要素に基づいて２つ以上のアンテナポートセットのそれぞれに対
するＣＳＩ－ＲＳを受信するステップと、受信したＣＳＩ－ＲＳに基づいて、２つ以上の
アンテナポートセット別にチャネル状態情報を取得するステップと、を含むことができる
。
【００１４】
　本発明の更に他の様態として、無線接続システムにおいてチャネル状態情報参照信号（
ＣＳＩ－ＲＳ）を受信するための端末は、トランシーバ、及びＣＳＩ－ＲＳ受信を制御す
るためのプロセッサを備えることができる。ここで、プロセッサは、トランシーバを用い
て２つ以上のアンテナポートセットに対するＣＳＩ－ＲＳの送信周期を異なるように設定
するためのＣＳＩ－ＲＳ構成情報要素を受信し、ＣＳＩ－ＲＳ構成情報要素に基づいて２
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つ以上のアンテナポートセットのそれぞれに対するＣＳＩ－ＲＳを受信し、プロセッサは
、受信したＣＳＩ－ＲＳに基づいて２つ以上のアンテナポートセット別にチャネル状態情
報を取得するように構成されてもよい。
【００１５】
　上記ＣＳＩ－ＲＳ構成情報要素は、２つ以上のアンテナポートセットに対するそれぞれ
の送信周期を示す２つ以上のサブフレーム構成パラメータを含むことができる。
【００１６】
　上記一つ以上のアンテナポートセットはそれぞれ、一つ以上のアンテナポートを含むこ
とができる。
【００１７】
　また、端末は、測定した上記チャネル状態情報を基地局に報告することができる。この
とき、チャネル状態情報は、物理上りリンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）又は物理上りリ
ンク共有チャネル（ＰＵＳＣＨ）を介して送信することができる。
本願明細書は、例えば、以下の項目も提供する。
（項目１）
　無線接続システムにおいてチャネル状態情報参照信号（ＣＳＩ－ＲＳ）を受信する方法
であって、
　２つ以上のアンテナポートに対するＣＳＩ－ＲＳの送信周期を異なるように設定するた
めのＣＳＩ－ＲＳ構成情報要素を受信するステップと、
　前記ＣＳＩ－ＲＳ構成情報要素に基づいて前記２つ以上のアンテナポートのそれぞれに
対するＣＳＩ－ＲＳを受信するステップと、
　受信した前記ＣＳＩ－ＲＳに基づいて前記２つ以上のアンテナポート別にチャネル状態
情報を取得するステップと、
を含む、ＣＳＩ－ＲＳ受信方法。
（項目２）
　前記ＣＳＩ－ＲＳ構成情報要素は、前記２つ以上のアンテナポートに対するそれぞれの
前記送信周期を示す２つ以上のサブフレーム構成パラメータを含む、項目１に記載のＣＳ
Ｉ－ＲＳ受信方法。
（項目３）
　前記チャネル状態情報を基地局に報告するステップをさらに含む、項目１に記載のＣＳ
Ｉ－ＲＳ受信方法。
（項目４）
　無線接続システムにおいてチャネル状態情報参照信号（ＣＳＩ－ＲＳ）を受信する方法
であって、
　２つ以上のアンテナポートセットに対するＣＳＩ－ＲＳの送信周期を異なるように設定
するためのＣＳＩ－ＲＳ構成情報要素を受信するステップと、
　前記ＣＳＩ－ＲＳ構成情報要素に基づいて前記２つ以上のアンテナポートセットのそれ
ぞれに対するＣＳＩ－ＲＳを受信するステップと、
　受信した前記ＣＳＩ－ＲＳに基づいて前記２つ以上のアンテナポートセット別にチャネ
ル状態情報を取得するステップと、
を含むＣＳＩ－ＲＳ受信方法。
（項目５）
　前記ＣＳＩ－ＲＳ構成情報要素は、前記２つ以上のアンテナポートセットに対するそれ
ぞれの前記送信周期を示す２つ以上のサブフレーム構成パラメータを含む、項目４に記載
のＣＳＩ－ＲＳ受信方法。
（項目６）
　前記１つ以上のアンテナポートセットはそれぞれ、１つ以上のアンテナポートを含む、
項目５に記載のＣＳＩ－ＲＳ受信方法。
（項目７）
　前記チャネル状態情報を基地局に報告するステップをさらに含む、項目４に記載のＣＳ
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Ｉ－ＲＳ受信方法。
（項目８）
　無線接続システムにおいてチャネル状態情報参照信号（ＣＳＩ－ＲＳ）を受信するため
の端末であって、
　トランシーバと、
　前記ＣＳＩ－ＲＳ受信を制御するためのプロセッサと、
を備え、
　前記プロセッサは、前記トランシーバを用いて、
　２つ以上のアンテナポートに対するＣＳＩ－ＲＳの送信周期を異なるように設定するた
めのＣＳＩ－ＲＳ構成情報要素を受信し、
　前記ＣＳＩ－ＲＳ構成情報要素に基づいて前記２つ以上のアンテナポートのそれぞれに
対するＣＳＩ－ＲＳを受信し、
　前記受信した前記ＣＳＩ－ＲＳに基づいて前記２つ以上のアンテナポート別にチャネル
状態情報を取得するように構成される、端末。
（項目９）
　前記ＣＳＩ－ＲＳ構成情報要素は、前記２つ以上のアンテナポートに対するそれぞれの
前記送信周期を示す２つ以上のサブフレーム構成パラメータを含む、項目８に記載の端末
。
（項目１０）
　前記プロセッサは、前記トランシーバを用いて前記チャネル状態情報を基地局に報告す
るように構成される、項目８に記載の端末。
（項目１１）
　無線接続システムにおいてチャネル状態情報参照信号（ＣＳＩ－ＲＳ）を受信するため
の端末であって、
　トランシーバと、
　前記ＣＳＩ－ＲＳ受信を制御するためのプロセッサと、
を備え、
　前記プロセッサは、前記トランシーバを用いて、
　２つ以上のアンテナポートセットに対するＣＳＩ－ＲＳの送信周期を異なるように設定
するためのＣＳＩ－ＲＳ構成情報要素を受信し、
　前記ＣＳＩ－ＲＳ構成情報要素に基づいて前記２つ以上のアンテナポートセットのそれ
ぞれに対するＣＳＩ－ＲＳを受信し、
　前記プロセッサは、受信した前記ＣＳＩ－ＲＳに基づいて前記２つ以上のアンテナポー
トセット別にチャネル状態情報を取得するように構成される、端末。
（項目１２）
　前記ＣＳＩ－ＲＳ構成情報要素は、前記２つ以上のアンテナポートセットに対するそれ
ぞれの前記送信周期を示す２つ以上のサブフレーム構成パラメータを含む、項目１１に記
載の端末。
（項目１３）
　前記１つ以上のアンテナポートセットはそれぞれ、１つ以上のアンテナポートを備える
、項目１２に記載の端末。
（項目１４）
　前記プロセッサは、前記トランシーバを用いて、前記チャネル状態情報を基地局に報告
するように構成される、項目１１に記載の端末。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明の実施例によれば、次のような効果がある。
【００１９】
　第一に、本発明は、水平方向／垂直方向のビームフォーミングのための角度変化量が互
いに異なる３Ｄビームフォーミングのために效率的に参照信号を送信することができる。
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【００２０】
　第二に、マッシブアンテナ環境でアンテナポート別に参照信号の送信周期を異ならせる
ことができる。
【００２１】
　第三に、マッシブアンテナ環境でアンテナ集合別に参照信号の送信周期を異ならせるこ
とができる。
【００２２】
　これによって、３Ｄビームフォーミングでは各アンテナポート又はアンテナポートセッ
ト別にＣＳＩ－ＲＳ送信周期を異ならせ、下りチャネルに対するチャネル推定を效果的に
行うことができる。
【００２３】
　本発明の実施例から得られる効果は、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、以下の本発明の実施例に関する記載から、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とって明確に導出され理解されるであろう。すなわち、本発
明を実施するに上で意図していなかった効果も、本発明の実施例から、当該技術の分野に
おける通常の知識を有する者によって導出可能である。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
　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
発明に関する様々な実施例を提供する。また、添付の図面は、詳細な説明と共に本発明の
実施の形態を説明するために用いられる。
【図１】図１は、本発明の実施例で使用できる物理チャネル及びこれらを用いた信号送信
方法を説明するための図である。
【図２】図２は、本発明の実施例で用いられる無線フレームの構造を示す図である。
【図３】図３は、本発明の実施例で使用できる下りリンクスロットに対するリソースグリ
ッド（ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｇｒｉｄ）を例示する図である。
【図４】図４は、本発明の実施例で使用できる上りリンクサブフレームの構造を示す図で
ある。
【図５】図５は、本発明の実施例で使用できる下りサブフレームの構造を示す。
【図６】図６は、本発明の実施例で使用できるマッシブアンテナの様々な構成形態を示す
図である。
【図７】図７は、本発明の実施例で使用できるビームフォーミングの一例を示す図である
。
【図８】図８は、垂直方向のビームフォーミングを行う場合、基地局と端末の関係を示し
、図９は、水平方向のビームフォーミングを行う場合、基地局と端末の関係を示す図であ
る。
【図９】（記載なし）
【図１０】（記載なし）
【図１１】図１１は、本発明の実施例として、３ＤビームフォーミングのためのＣＳＩ－
ＲＳ構成情報を送信する方法の一つを示す図である。
【図１２】図１２は、図１乃至図１１で説明した方法を具現できる装置を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　本発明の実施例は、アンテナポート又はアンテナポート集合別にチャネル状態情報参照
信号（ＣＳＩ－ＲＳ：Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｓｔａｔｕｓ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｒｅｆ
ｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ）の送信周期を異ならせて送信するための様々な方法及びこ
れを支援する装置を提供する。
【００２６】
　以下の実施例は、本発明の構成要素と特徴を所定の形態で結合したものである。各構成
要素又は特徴は、別の明示的な言及がない限り、選択的なものとして考慮することができ
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る。各構成要素又は特徴は、他の構成要素や特徴と結合しない形態で実施することができ
る。また、一部の構成要素及び／又は特徴を結合して本発明の実施例を構成することもで
きる。本発明の実施例で説明する動作の順序は変更してもよい。ある実施例の一部の構成
や特徴は他の実施例に含まれてもよく、又は他の実施例の対応する構成又は特徴に取り替
えられてもよい。
【００２７】
　図面に関する説明において、本発明の要旨を曖昧にさせうる手順又は段階などは記述を
省略し、当業者のレベルで理解できるような手順又は段階も記述を省略した。
【００２８】
　本明細書で、本発明の実施例は、基地局と移動局間のデータ送受信関係を中心に説明し
た。ここで、基地局は移動局と直接通信を行うネットワークの終端ノード（ｔｅｒｍｉｎ
ａｌ　ｎｏｄｅ）としての意味を有する。本文書で基地局によって行われるとした特定動
作は、場合によっては、基地局の上位ノード（ｕｐｐｅｒ　ｎｏｄｅ）によって行われて
もよい。
【００２９】
　すなわち、基地局を含む複数のネットワークノード（ｎｅｔｗｏｒｋ　ｎｏｄｅ）から
なるネットワークで移動局との通信のために行われる様々な動作は、基地局又は基地局以
外の他のネットワークノードによって行われてもよい。ここで、「基地局」は、固定局（
ｆｉｘｅｄ　ｓｔａｔｉｏｎ）、Ｎｏｄｅ　Ｂ、ｅＮｏｄｅ　Ｂ（ｅＮＢ）、発展した基
地局（ＡＢＳ：Ａｄｖａｎｃｅｄ　Ｂａｓｅ　Ｓｔａｔｉｏｎ）又はアクセスポイント（
ａｃｃｅｓｓ　ｐｏｉｎｔ）などの用語に代えてもよい。
【００３０】
　また、本発明の実施例でいう「端末（Ｔｅｒｍｉｎａｌ）」は、ユーザ機器（ＵＥ：Ｕ
ｓｅｒ　Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ）、移動局（ＭＳ：Ｍｏｂｉｌｅ　Ｓｔａｔｉｏｎ）、加入
者端末（ＳＳ：Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｓｔａｔｉｏｎ）、移動加入者端末（ＭＳＳ：Ｍ
ｏｂｉｌｅ　Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｓｔａｔｉｏｎ）、移動端末（Ｍｏｂｉｌｅ　Ｔｅ
ｒｍｉｎａｌ）、又は発展した移動端末（ＡＭＳ：Ａｄｖａｎｃｅｄ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｓ
ｔａｔｉｏｎ）などの用語に代えてもよい。
【００３１】
　また、送信端は、データサービス又は音声サービスを提供する固定及び／又は移動ノー
ドを意味し、受信端は、データサービス又は音声サービスを受信する固定及び／又は移動
ノードを意味する。そのため、上りリンクでは、移動局が送信端となり、基地局が受信端
になり得る。同様に、下りリンクでは、移動局が受信端となり、基地局が送信端となり得
る。
【００３２】
　本発明の実施例は、無線接続システムであるＩＥＥＥ　８０２．ｘｘシステム、３ＧＰ
Ｐ（３ｒｄ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　Ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ　Ｐｒｏｊｅｃｔ）システ
ム、３ＧＰＰ　ＬＴＥシステム及び３ＧＰＰ２システムのうち少なくとも一つに開示され
た標準文書によって裏付けることができ、特に、本発明の実施例は、３ＧＰＰ　ＴＳ　３
６．２１１、３ＧＰＰ　ＴＳ　３６．２１２、３ＧＰＰ　ＴＳ　３６．２１３及び３ＧＰ
Ｐ　ＴＳ　３６．３２１の文書によって裏付けることができる。すなわち、本発明の実施
例において説明していない自明な段階又は部分は、上記の文書を参照して説明することが
できる。また、本文書で開示している用語はいずれも上記の標準文書によって説明するこ
とができる。
【００３３】
　以下、本発明に係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
の図面と共に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、本発明が実施されうる唯一の実施の形態を示すためのものではない。
【００３４】
　また、本発明の実施例で使われる特定用語は、本発明の理解を助けるために提供された
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もので、このような特定用語の使用は、本発明の技術的思想を逸脱しない範囲で他の形態
に変更してもよい。
【００３５】
　例えば、本発明の実施例でいうタイミングアドバンス（ＴＡ）は、時間優先、タイミン
グ調整（Ｔｉｍｉｎｇ　Ａｄｊｕｓｔｍｅｎｔ）、又は時間調整などの用語と同じ意味で
使われてもよい。
【００３６】
　以下の技術は、ＣＤＭＡ（ｃｏｄｅ　ｄｉｖｉｓｉｏｎ　ｍｕｌｔｉｐｌｅ　ａｃｃｅ
ｓｓ）、ＦＤＭＡ（ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ｄｉｖｉｓｉｏｎ　ｍｕｌｔｉｐｌｅ　ａｃｃ
ｅｓｓ）、ＴＤＭＡ（ｔｉｍｅ　ｄｉｖｉｓｉｏｎ　ｍｕｌｔｉｐｌｅ　ａｃｃｅｓｓ）
、ＯＦＤＭＡ（ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ｄｉｖｉｓｉｏｎ　ｍｕｌ
ｔｉｐｌｅ　ａｃｃｅｓｓ）、ＳＣ－ＦＤＭＡ（ｓｉｎｇｌｅ　ｃａｒｒｉｅｒ　ｆｒｅ
ｑｕｅｎｃｙ　ｄｉｖｉｓｉｏｎ　ｍｕｌｔｉｐｌｅ　ａｃｃｅｓｓ）などのような様々
な無線接続システムに適用することができる。
【００３７】
　ＣＤＭＡは、ＵＴＲＡ（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ　Ｒａｄｉｏ　
Ａｃｃｅｓｓ）やＣＤＭＡ２０００のような無線技術（ｒａｄｉｏ　ｔｅｃｈｎｏｌｏｇ
ｙ）によって具現することができる。ＴＤＭＡは、ＧＳＭ（登録商標）（Ｇｌｏｂａｌ　
Ｓｙｓｔｅｍ　ｆｏｒ　Ｍｏｂｉｌｅ　ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ）／ＧＰＲＳ（Ｇ
ｅｎｅｒａｌ　Ｐａｃｋｅｔ　Ｒａｄｉｏ　Ｓｅｒｖｉｃｅ）／ＥＤＧＥ（Ｅｎｈａｎｃ
ｅｄ　Ｄａｔａ　Ｒａｔｅｓ　ｆｏｒ　ＧＳＭ（登録商標）　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）のよ
うな無線技術によって具現することができる。ＯＦＤＭＡは、ＩＥＥＥ　８０２．１１（
Ｗｉ－Ｆｉ）、ＩＥＥＥ　８０２．１６（ＷｉＭＡＸ）、ＩＥＥＥ　８０２－２０、Ｅ－
ＵＴＲＡ（Ｅｖｏｌｖｅｄ　ＵＴＲＡ）などのような無線技術によって具現することがで
きる。
【００３８】
　ＵＴＲＡは、ＵＭＴＳ（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｔｅｌｅｃｏｍｍｕｎｉ
ｃａｔｉｏｎｓ　Ｓｙｓｔｅｍ）の一部である。３ＧＰＰ　ＬＴＥ（Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ
　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）は、Ｅ－ＵＴＲＡを用いるＥ－ＵＭＴＳ（Ｅｖｏｌｖｅｄ　ＵＭ
ＴＳ）の一部であって、下りリンクでＯＦＤＭＡを採用し、上りリンクでＳＣ－ＦＤＭＡ
を採用する。ＬＴＥ－Ａ（Ａｄｖａｎｃｅｄ）システムは、３ＧＰＰ　ＬＴＥシステムの
改良されたシステムである。本発明の技術的特徴に関する説明を明確にするために、本発
明の実施例を３ＧＰＰ　ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａシステムを中心に説明するが、ＩＥＥＥ　８
０２．１６ｅ／ｍシステムなどに適用してもよい。
【００３９】
　１．　３ＧＰＰ　ＬＴＥ／ＬＴＥ＿Ａシステム
　無線接続システムにおいて、端末は下りリンク（ＤＬ：Ｄｏｗｎｌｉｎｋ）を介して基
地局から情報を受信し、上りリンク（ＵＬ：Ｕｐｌｉｎｋ）を介して基地局に情報を送信
する。基地局と端末が送受信する情報は、一般データ情報及び様々な制御情報を含み、こ
れらが送受信する情報の種類／用途によって様々な物理チャネルが存在する。
【００４０】
　１．１　システム一般
　図１は、本発明の実施例で使用できる物理チャネル及びこれらを用いた信号送信方法を
説明するための図である。
【００４１】
　電源が消えた状態で電源がついたり、新しくセルに進入したりした端末は、Ｓ１０１段
階で基地局と同期を取るなどの初期セル探索（Ｉｎｉｔｉａｌ　ｃｅｌｌ　ｓｅａｒｃｈ
）作業を行う。そのために、端末は基地局から１次同期チャネル（Ｐ－ＳＣＨ：Ｐｒｉｍ
ａｒｙ　Ｓｙｎｃｈｒｏｎｉｚａｔｉｏｎ　Ｃｈａｎｎｅｌ）及び２次同期チャネル（Ｓ
－ＳＣＨ：Ｓｅｃｏｎｄａｒｙ　Ｓｙｎｃｈｒｏｎｉｚａｔｉｏｎ　Ｃｈａｎｎｅｌ）を
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受信して基地局と同期を取り、セルＩＤなどの情報を取得する。
【００４２】
　その後、端末は基地局から物理放送チャネル（ＰＢＣＨ：Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｂｒｏａ
ｄｃａｓｔ　Ｃｈａｎｎｅｌ）信号を受信してセル内の放送情報を取得することができる
。一方、端末は初期セル探索段階で下りリンク参照信号（ＤＬ　ＲＳ：Ｄｏｗｎｌｉｎｋ
　Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ）を受信して下りチャネル状態を確認することがで
きる。
【００４３】
　初期セル探索を終えた端末は、Ｓ１０２段階で、物理下り制御チャネル（ＰＤＣＣＨ：
Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ）、及び物理下
り制御チャネル情報に基づく物理下り共有チャネル（ＰＤＳＣＨ：Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｄ
ｏｗｎｌｉｎｋ　Ｓｈａｒｅｄ　Ｃｈａｎｎｅｌ）を受信し、より具体的なシステム情報
を取得することができる。
【００４４】
　その後、端末は、基地局に接続を完了するために、段階Ｓ１０３乃至段階Ｓ１０６のよ
うなランダムアクセス手順（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｐｒｏｃｅｄｕｒｅ）を行う
ことができる。そのために、端末は物理ランダムアクセスチャネル（ＰＲＡＣＨ：Ｐｈｙ
ｓｉｃａｌ　Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｈａｎｎｅｌ）を用いてプリアンブル（ｐ
ｒｅａｍｂｌｅ）を送信し（Ｓ１０３）、物理下り制御チャネル及びこれに対応する物理
下り共有チャネルを用いてプリアンブルに対する応答メッセージを受信することができる
（Ｓ１０４）。競合ベースのランダムアクセスでは、端末は、さらなる物理ランダムアク
セスチャネル信号の送信（Ｓ１０５）、及び物理下り制御チャネル信号及びこれに対応す
る物理下り共有チャネル信号の受信（Ｓ１０６）のような衝突解決手順（Ｃｏｎｔｅｎｔ
ｉｏｎ　Ｒｅｓｏｌｕｔｉｏｎ　Ｐｒｏｃｅｄｕｒｅ）を行うことができる。
【００４５】
　上述したような手順を行った端末は、その後、一般的な上り／下り信号送信手順として
、物理下り制御チャネル信号及び／又は物理下り共有チャネル信号の受信（Ｓ１０７）及
び物理上り共有チャネル（ＰＵＳＣＨ：Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｕｐｌｉｎｋ　Ｓｈａｒｅｄ
　Ｃｈａｎｎｅｌ）信号及び／又は物理上り制御チャネル（ＰＵＣＣＨ：Ｐｈｙｓｉｃａ
ｌ　Ｕｐｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ）信号の送信（Ｓ１０８）を行うこ
とができる。
【００４６】
　端末が基地局に送信する制御情報を総称して、上り制御情報（ＵＣＩ：Ｕｐｌｉｎｋ　
Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）という。ＵＣＩは、ＨＡＲＱ－ＡＣＫ／ＮＡ
ＣＫ（Ｈｙｂｒｉｄ　Ａｕｔｏｍａｔｉｃ　Ｒｅｐｅａｔ　ａｎｄ　ｒｅＱｕｅｓｔ　Ａ
ｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅｍｅｎｔ／Ｎｅｇａｔｉｖｅ－ＡＣＫ）、ＳＲ（Ｓｃｈｅｄｕｌｉ
ｎｇ　Ｒｅｑｕｅｓｔ）、ＣＱＩ（Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｑｕａｌｉｔｙ　Ｉｎｄｉｃａｔｉ
ｏｎ）、ＰＭＩ（Ｐｒｅｃｏｄｉｎｇ　Ｍａｔｒｉｘ　Ｉｎｄｉｃａｔｉｏｎ）、ＲＩ（
Ｒａｎｋ　Ｉｎｄｉｃａｔｉｏｎ）情報などを含む。
【００４７】
　ＬＴＥシステムにおいて、ＵＣＩは、一般的にＰＵＣＣＨを介して周期的に送信するが
、制御情報とトラフィックデータが同時に送信されるべき場合にはＰＵＳＣＨを介して送
信してもよい。また、ネットワークの要請／指示に応じてＰＵＳＣＨを介してＵＣＩを非
周期的に送信してもよい。
【００４８】
　図２には、本発明の実施例で用いられる無線フレームの構造を示す。
【００４９】
　図２（ａ）は、タイプ１フレーム構造（ｆｒａｍｅ　ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ　ｔｙｐｅ　
１）を示す。タイプ１フレーム構造は、全二重（ｆｕｌｌ　ｄｕｐｌｅｘ）ＦＤＤ（Ｆｒ
ｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｄｕｐｌｅｘ）システムと半二重（ｈａｌｆ　ｄｕ
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ｐｌｅｘ）ＦＤＤシステムの両方に適用することができる。
【００５０】
　１無線フレーム（ｒａｄｉｏ　ｆｒａｍｅ）は、
【００５１】
【化１】

【００５２】
の長さを有し、
【００５３】
【化２】

【００５４】
の均等な長さを有し、０から１９までのインデックスが与えられた２０個のスロットで構
成される。１サブフレームは、２個の連続したスロットと定義され、ｉ番目のサブフレー
ムは、２ｉ及び２ｉ＋１に該当するスロットで構成される。すなわち、無線フレーム（ｒ
ａｄｉｏ　ｆｒａｍｅ）は、１０個のサブフレーム（ｓｕｂｆｒａｍｅ）で構成される。
１サブフレームを送信するために掛かる時間をＴＴＩ（ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　ｔｉ
ｍｅ　ｉｎｔｅｒｖａｌ）という。ここで、Ｔｓはサンプリング時間を表し、Ｔｓ＝１／
（１５ｋＨｚ×２０４８）＝３．２５５２×１０－８（約３３ｎｓ）と表示される。スロ
ットは、時間領域で複数のＯＦＤＭシンボル又はＳＣ－ＦＤＭＡシンボルを含み、周波数
領域で複数のリソースブロック（Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｂｌｏｃｋ）を含む。
【００５５】
　１スロットは、時間領域で複数のＯＦＤＭ（ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　ｆｒｅｑｕｅｎｃ
ｙ　ｄｉｖｉｓｉｏｎ　ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ）シンボルを含む。３ＧＰＰ　ＬＴＥ
は、下りリンクでＯＦＤＭＡを使用するので、ＯＦＤＭシンボルは１シンボル区間（ｓｙ
ｍｂｏｌ　ｐｅｒｉｏｄ）を表現するためのものである。ＯＦＤＭシンボルは、１つのＳ
Ｃ－ＦＤＭＡシンボル又はシンボル区間ということができる。リソースブロック（ｒｅｓ
ｏｕｒｃｅ　ｂｌｏｃｋ）は、リソース割当単位であって、１スロットで複数の連続した
副搬送波（ｓｕｂｃａｒｒｉｅｒ）を含む。
【００５６】
　全二重ＦＤＤシステムでは、各１０ｍｓ区間で１０個のサブフレームを下り送信と上り
送信のために同時に利用することができる。このとき、上り送信と下り送信は周波数領域
で区別される。一方、半二重ＦＤＤシステムでは、端末は送信と受信を同時に行うことが
できない。
【００５７】
　上述した無線フレームの構造は一つの例示に過ぎず、無線フレームに含まれるサブフレ
ームの数、サブフレームに含まれるスロットの数、又はスロットに含まれるＯＦＤＭシン
ボルの数は様々に変更されてもよい。
【００５８】
　図２（ｂ）には、タイプ２フレーム構造（ｆｒａｍｅ　ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ　ｔｙｐｅ
　２）を示す。タイプ２フレーム構造はＴＤＤシステムに適用される。１無線フレームは
、
【００５９】

【化３】

【００６０】
の長さを有し、
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【００６１】
【化４】

【００６２】
長さを有する２個のハーフフレーム（ｈａｌｆ－ｆｒａｍｅ）で構成される。各ハーフフ
レームは、
【００６３】

【化５】

【００６４】
の長さを有する５個のサブフレームで構成される。ｉ番目のサブフレームは、２ｉ及び２
ｉ＋１に該当する各
【００６５】

【化６】

【００６６】
の長さを有する２個のスロットで構成される。ここで、Ｔｓは、サンプリング時間を表し
、Ｔｓ＝１／（１５ｋＨｚ×２０４８）＝３．２５５２×１０－８（約３３ｎｓ）で表示
される。
【００６７】
　タイプ２フレームは、ＤｗＰＴＳ（Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｐｉｌｏｔ　Ｔｉｍｅ　Ｓｌｏ
ｔ）、保護区間（ＧＰ：Ｇｕａｒｄ　Ｐｅｒｉｏｄ）、ＵｐＰＴＳ（Ｕｐｌｉｎｋ　Ｐｉ
ｌｏｔ　Ｔｉｍｅ　Ｓｌｏｔ）の３つのフィールドで構成される特別サブフレームを含む
。ここで、ＤｗＰＴＳは、端末での初期セル探索、同期化又はチャネル推定に用いられる
。ＵｐＰＴＳは、基地局でのチャネル推定と端末の上り送信同期を合わせるために用いら
れる。保護区間は、上りリンクと下りリンクの間に下りリンク信号の多重経路遅延によっ
て上りリンクで生じる干渉を除去するための区間である。
【００６８】
　下記の表１に、特別フレームの構成（ＤｗＰＴＳ／ＧＰ／ＵｐＰＴＳの長さ）を示す。
【００６９】
【表１】

【００７０】
　図３は、本発明の実施例で使用できる下りリンクスロットのリソースグリッド（ｒｅｓ
ｏｕｒｃｅ　ｇｒｉｄ）を例示する図である。
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【００７１】
　図３を参照すると、１つの下りリンクスロットは、時間領域で複数のＯＦＤＭシンボル
を含む。ここで、１つの下りリンクスロットは、７個のＯＦＤＭシンボルを含み、１つの
リソースブロックは周波数領域で１２個の副搬送波を含むとするが、これに限定されるも
のではない。
【００７２】
　リソースグリッド上で各要素（ｅｌｅｍｅｎｔ）をリソース要素（ｒｅｓｏｕｒｃｅ　
ｅｌｅｍｅｎｔ）とし、１つのリソースブロックは１２×７個のリソース要素を含む。下
りリンクスロットに含まれるリソースブロックの数ＮＤＬは、下りリンク送信帯域幅（ｂ
ａｎｄｗｉｄｔｈ）に依存する。上りリンクスロットの構造は、下りリンクスロットの構
造と同一であってもよい。
【００７３】
　図４は、本発明の実施例で使用できる上りリンクサブフレームの構造を示す。
【００７４】
　図４を参照すると、上りリンクサブフレームは、周波数領域で制御領域とデータ領域と
に区別される。制御領域には、上り制御情報を運ぶＰＵＣＣＨが割り当てられる。データ
領域には、ユーザデータを運ぶＰＵＳＣＨが割り当てられる。単一搬送波特性を維持する
ために、一つの端末はＰＵＣＣＨとＰＵＳＣＨを同時に送信することがない。一つの端末
に対するＰＵＣＣＨにはサブフレーム内にＲＢ対が割り当てられる。ＲＢ対に属するＲＢ
は、２個のスロットのそれぞれで異なる副搬送波を占める。これを、ＰＵＣＣＨに割り当
てられたＲＢ対はスロット境界（ｓｌｏｔ　ｂｏｕｎｄａｒｙ）で周波数跳躍（ｆｒｅｑ
ｕｅｎｃｙ　ｈｏｐｐｉｎｇ）するという。
【００７５】
　図５には、本発明の実施例で使用できる下りサブフレームの構造を示す。
【００７６】
　図５を参照すると、サブフレームにおける第一のスロットでＯＦＤＭシンボルインデッ
クス０から最大３個のＯＦＤＭシンボルが、制御チャネルが割り当てられる制御領域（ｃ
ｏｎｔｒｏｌ　ｒｅｇｉｏｎ）であり、残りのＯＦＤＭシンボルが、ＰＤＳＣＨが割り当
てられるデータ領域（ｄａｔａ　ｒｅｇｉｏｎ）である。３ＧＰＰ　ＬＴＥで用いられる
下りリンク制御チャネルの例には、ＰＣＦＩＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　
Ｆｏｒｍａｔ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ　Ｃｈａｎｎｅｌ）、ＰＤＣＣＨ、ＰＨＩＣＨ（Ｐｈ
ｙｓｉｃａｌ　Ｈｙｂｒｉｄ－ＡＲＱ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ　Ｃｈａｎｎｅｌ）などがあ
る。
【００７７】
　ＰＣＦＩＣＨは、サブフレームにおける最初のＯＦＤＭシンボルで送信され、サブフレ
ーム内に制御チャネルの送信のために使われるＯＦＤＭシンボルの数（すなわち、制御領
域のサイズ）に関する情報を運ぶ。ＰＨＩＣＨは、上りリンクに対する応答チャネルであ
って、ＨＡＲＱ（Ｈｙｂｒｉｄ　Ａｕｔｏｍａｔｉｃ　Ｒｅｐｅａｔ　Ｒｅｑｕｅｓｔ）
に対するＡＣＫ（Ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅｍｅｎｔ）／ＮＡＣＫ（Ｎｅｇａｔｉｖｅ－Ａ
ｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅｍｅｎｔ）信号を運ぶ。ＰＤＣＣＨを介して送信される制御情報を
下り制御情報（ＤＣＩ：ｄｏｗｎｌｉｎｋ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）
という。下り制御情報は、上りリソース割当情報、下りリソース割当情報、又は任意の端
末グループに対する上り送信（Ｔｘ）電力制御命令を含む。
【００７８】
　１．２　ＰＤＣＣＨ
　１．２．１　ＰＤＣＣＨ一般
　ＰＤＣＣＨは、ＤＬ－ＳＣＨ（Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｓｈａｒｅｄ　Ｃｈａｎｎｅｌ）の
リソース割当及び送信フォーマット（すなわち、下りリンクグラント（ＤＬ－Ｇｒａｎｔ
））、ＵＬ－ＳＣＨ（Ｕｐｌｉｎｋ　Ｓｈａｒｅｄ　Ｃｈａｎｎｅｌ）のリソース割当情
報（すなわち、上りリンクグラント（ＵＬ－Ｇｒａｎｔ））、ＰＣＨ（Ｐａｇｉｎｇ　Ｃ
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ｈａｎｎｅｌ）におけるページング（ｐａｇｉｎｇ）情報、ＤＬ－ＳＣＨにおけるシステ
ム情報、ＰＤＳＣＨで送信されるランダムアクセス応答（ｒａｎｄｏｍ　ａｃｃｅｓｓ　
ｒｅｓｐｏｎｓｅ）のような上位レイヤ（ｕｐｐｅｒ－ｌａｙｅｒ）制御メッセージに対
するリソース割当、任意の端末グループ内の個別端末に対する送信電力制御命令の集合、
ＶｏＩＰ（Ｖｏｉｃｅ　ｏｖｅｒ　ＩＰ）活性化の有無に関する情報などを運ぶことがで
きる。
【００７９】
　複数のＰＤＣＣＨを制御領域内で送信することができ、端末は複数のＰＤＣＣＨをモニ
タすることができる。ＰＤＣＣＨは、１つ又は複数の連続したＣＣＥ（ｃｏｎｔｒｏｌ　
ｃｈａｎｎｅｌ　ｅｌｅｍｅｎｔｓ）の集合（ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎ）で構成される。
１つ又は複数の連続したＣＣＥの集合で構成されたＰＤＣＣＨは、サブブロックインター
リービング（ｓｕｂｂｌｏｃｋ　ｉｎｔｅｒｌｅａｖｉｎｇ）を経た後、制御領域を通し
て送信することができる。ＣＣＥは、無線チャネルの状態による符号化率をＰＤＣＣＨに
提供するために使われる論理的割当単位である。ＣＣＥは、複数のリソース要素グループ
（ＲＥＧ：ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｅｌｅｍｅｎｔ　ｇｒｏｕｐ）に対応する。ＣＣＥの数と
ＣＣＥによって提供される符号化率の関係によってＰＤＣＣＨのフォーマット及び可能な
ＰＤＣＣＨのビット数が決定される。
【００８０】
　１．２．２　ＰＤＣＣＨ構造
　複数の端末に対する多重化された複数のＰＤＣＣＨが制御領域内で送信されてもよい。
ＰＤＣＣＨは１つ又は２つ以上の連続したＣＣＥの集合（ＣＣＥ　ａｇｇｒｅｇａｔｉｏ
ｎ）で構成される。ＣＣＥは、４個のリソース要素で構成されたＲＥＧの９個のセットに
対応する単位のことを指す。各ＲＥＧには４個のＱＰＳＫ（Ｑｕａｄｒａｔｕｒｅ　Ｐｈ
ａｓｅ　Ｓｈｉｆｔ　Ｋｅｙｉｎｇ）シンボルがマップされる。参照信号（ＲＳ：Ｒｅｆ
ｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ）によって占有されたリソース要素はＲＥＧに含まれない。
すなわち、ＯＦＤＭシンボル内でＲＥＧの総個数は、セル特定参照信号が存在するか否か
によって異なってくることがある。４個のリソース要素を１つのグループにマップするＲ
ＥＧの概念は、他の下り制御チャネル（例えば、ＰＣＦＩＣＨ又はＰＨＩＣＨ）にも適用
することができる。ＰＣＦＩＣＨ又はＰＨＩＣＨに割り当てられないＲＥＧを
【００８１】
【化７】

【００８２】
とすれば、システムで利用可能なＣＣＥの個数は
【００８３】

【化８】

【００８４】
であり、各ＣＣＥは０から
【００８５】

【化９】

【００８６】
までのインデックスを有する。
【００８７】
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　端末のデコーティングプロセスを単純化するために、ｎ個のＣＣＥを含むＰＤＣＣＨフ
ォーマットは、ｎの倍数と同じインデックスを有するＣＣＥから開始することができる。
すなわち、ＣＣＥインデックスがｉである場合、
【００８８】
【化１０】

【００８９】
を満たすＣＣＥから開始することができる。
【００９０】
　基地局は１つのＰＤＣＣＨ信号を構成するために｛１，２，４，８｝個のＣＣＥを使用
することができ、ここで、｛１，２，４，８｝をＣＣＥ集合レベル（ａｇｇｒｅｇａｔｉ
ｏｎ　ｌｅｖｅｌ）と呼ぶ。特定ＰＤＣＣＨの送信のために使われるＣＣＥの個数はチャ
ネル状態によって基地局で決定される。例えば、良子な下りチャネル状態（基地局に近接
している場合）を有する端末のためのＰＤＣＣＨは、１つのＣＣＥだけで十分でありうる
。一方、よくないチャネル状態（セル境界にある場合）を有する端末の場合は、８個のＣ
ＣＥが十分な堅牢さ（ｒｏｂｕｓｔｎｅｓｓ）のために要求されることがある。しかも、
ＰＤＣＣＨの電力レベルも、チャネル状態にマッチングして調節されてもよい。
【００９１】
　下記の表２にＰＤＣＣＨフォーマットを示す。ＣＣＥ集合レベルによって表２のように
４つのＰＤＣＣＨフォーマットが支援される。
【００９２】
【表２】

【００９３】
　端末ごとにＣＣＥ集合レベルが異なる理由は、ＰＤＣＣＨに乗せられる制御情報のフォ
ーマット又はＭＣＳ（Ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ　ａｎｄ　Ｃｏｄｉｎｇ　Ｓｃｈｅｍｅ）レ
ベルが異なるためである。ＭＣＳレベルは、データコーディングに用いられるコードレー
ト（ｃｏｄｅ　ｒａｔｅ）と変調序列（ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ　ｏｒｄｅｒ）を意味する
。適応的なＭＣＳレベルはリンク適応（ｌｉｎｋ　ａｄａｐｔａｔｉｏｎ）のために用い
られる。一般に、制御情報を送信する制御チャネルでは３～４個程度のＭＣＳレベルを考
慮することができる。
【００９４】
　制御情報のフォーマットを説明すると、ＰＤＣＣＨを介して送信される制御情報を下り
制御情報（ＤＣＩ）という。ＤＣＩフォーマットによってＰＤＣＣＨペイロード（ｐａｙ
ｌｏａｄ）に乗せられる情報の構成が異なることがある。ＰＤＣＣＨペイロードは、情報
ビット（ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　ｂｉｔ）を意味する。下記の表３は、ＤＣＩフォーマ
ットによるＤＣＩを示すものである。
【００９５】
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【表３】

【００９６】
　表３を参照すると、ＤＣＩフォーマットには、ＰＵＳＣＨスケジューリングのためのフ
ォーマット０、１つのＰＤＳＣＨコードワードのスケジューリングのためのフォーマット
１、１つのＰＤＳＣＨコードワードの簡単な（ｃｏｍｐａｃｔ）スケジューリングのため
のフォーマット１Ａ、ＤＬ－ＳＣＨの非常に簡単なスケジューリングのためのフォーマッ
ト１Ｃ、閉ループ（Ｃｌｏｓｅｄ－ｌｏｏｐ）空間多重化（ｓｐａｔｉａｌ　ｍｕｌｔｉ
ｐｌｅｘｉｎｇ）モードでＰＤＳＣＨスケジューリングのためのフォーマット２、開ルー
プ（Ｏｐｅｎ　ｌｏｏｐ）空間多重化モードでＰＤＳＣＨスケジューリングのためのフォ
ーマット２Ａ、上りリンクチャネルのためのＴＰＣ（Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｐｏｗ
ｅｒ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）命令の送信のためのフォーマット３及び３Ａがある。ＤＣＩフォ
ーマット１Ａは、端末にいかなる送信モードが設定されても、ＰＤＳＣＨスケジューリン
グのために用いることができる。
【００９７】
　ＤＣＩフォーマットによってＰＤＣＣＨペイロード長が変わることがある。また、ＰＤ
ＣＣＨペイロードの種類とそれによる長さは、簡単な（ｃｏｍｐａｃｔ）スケジューリン
グであるか否か、又は端末に設定された送信モード（ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　ｍｏｄ
ｅ）などによって変わることがある。
【００９８】
　送信モードは、端末がＰＤＳＣＨを介した下りリンクデータを受信するように設定（ｃ
ｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ）することができる。例えば、ＰＤＳＣＨを介した下りリンク
データには、端末にスケジュールされたデータ（ｓｃｈｅｄｕｌｅｄ　ｄａｔａ）、ペー
ジング、ランダムアクセス応答、又はＢＣＣＨを介したブロードキャスト情報などがある
。ＰＤＳＣＨを介した下りリンクデータは、ＰＤＣＣＨを介してシグナルされるＤＣＩフ
ォーマットと関係がある。送信モードは、上位層シグナリング（例えば、ＲＲＣ（Ｒａｄ
ｉｏ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）シグナリング）によって端末に半静的に（ｓ
ｅｍｉ－ｓｔａｔｉｃａｌｌｙ）設定することができる。送信モードは、シングルアンテ
ナ送信（Ｓｉｎｇｌｅ　ａｎｔｅｎｎａ　ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ）又はマルチアンテ
ナ（Ｍｕｌｔｉ－ａｎｔｅｎｎａ）送信と区別できる。
【００９９】
　端末は、上位層シグナリングによって半静的（ｓｅｍｉ－ｓｔａｔｉｃ）に送信モード
が設定される。例えば、マルチアンテナ送信には、送信ダイバーシティ（Ｔｒａｎｓｍｉ
ｔ　ｄｉｖｅｒｓｉｔｙ）、開ループ（Ｏｐｅｎ－ｌｏｏｐ）又は閉ループ（Ｃｌｏｓｅ
ｄ－ｌｏｏｐ）空間多重化（Ｓｐａｔｉａｌ　ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ）、ＭＵ－ＭＩ
ＭＯ（Ｍｕｌｔｉ－ｕｓｅｒ－Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ｉｎｐｕｔ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ｏｕ
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ｔｐｕｔ）、及びビーム形成（Ｂｅａｍｆｏｒｍｉｎｇ）などがある。送信ダイバーシテ
ィは、多重送信アンテナで同一のデータを送信して送信信頼度を高める技術である。空間
多重化は、多重送信アンテナで互いに異なるデータを同時に送信し、システムの帯域幅を
増加させることなく高速のデータを送信できる技術である。ビーム形成は、多重アンテナ
でチャネル状態による加重値を与えて信号のＳＩＮＲ（Ｓｉｇｎａｌ　ｔｏ　Ｉｎｔｅｒ
ｆｅｒｅｎｃｅ　ｐｌｕｓ　Ｎｏｉｓｅ　Ｒａｔｉｏ）を増加させる技術である。
【０１００】
　ＤＣＩフォーマットは、端末に設定された送信モードに依存する。端末は、自身に設定
された送信モードによってモニタする参照（Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ）ＤＣＩフォーマットが
ある。次の通り、端末に設定される送信モードは７個の送信モードを有することができる
。
（１）単一アンテナポート；ポート０
（２）送信ダイバーシティ（Ｔｒａｎｓｍｉｔ　Ｄｉｖｅｒｓｉｔｙ）
（３）開ループ空間多重化（Ｏｐｅｎ－ｌｏｏｐ　Ｓｐａｔｉａｌ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅｘ
ｉｎｇ）
（４）閉ループ空間多重化（Ｃｌｏｓｅｄ－ｌｏｏｐ　Ｓｐａｔｉａｌ　Ｍｕｌｔｉｐｌ
ｅｘｉｎｇ）
（５）多重ユーザＭＩＭＯ
（６）閉ループランク＝１プリコーディング
（７）単一アンテナポート；ポート５
　１．２．３　　ＰＤＣＣＨ送信
　基地局は、端末に送信しようとするＤＣＩによってＰＤＣＣＨフォーマットを決定し、
制御情報にＣＲＣ（Ｃｙｃｌｉｃ　Ｒｅｄｕｎｄａｎｃｙ　Ｃｈｅｃｋ）を付加する。Ｃ
ＲＣにはＰＤＣＣＨの所有者（ｏｗｎｅｒ）や用途によって固有の識別子（例えば、ＲＮ
ＴＩ（Ｒａｄｉｏ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｔｅｍｐｏｒａｒｙ　Ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ））を
マスクする。特定の端末のためのＰＤＣＣＨであれば、端末固有の識別子（例えば、Ｃ－
ＲＮＴＩ（Ｃｅｌｌ－ＲＮＴＩ））をＣＲＣにマスクすることができる。又は、ページン
グメッセージのためのＰＤＣＣＨであれば、ページング指示識別子（例えば、Ｐ－ＲＮＴ
Ｉ（Ｐａｇｉｎｇ－ＲＮＴＩ））をＣＲＣにマスクすることができる。システム情報、よ
り具体的にシステム情報ブロック（ｓｙｓｔｅｍ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　ｂｌｏｃｋ
、ＳＩＢ）のためのＰＤＣＣＨであれば、システム情報識別子（例えば、ＳＩ－ＲＮＴＩ
（ｓｙｓｔｅｍ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　ＲＮＴＩ））をＣＲＣにマスクすることがで
きる。端末のランダムアクセスプリアンブルの送信に対する応答であるランダムアクセス
応答を示すためにＲＡ－ＲＮＴＩ（ｒａｎｄｏｍ　ａｃｃｅｓｓ－ＲＮＴＩ）をＣＲＣに
マスクすることができる。
【０１０１】
　続いて、基地局は、ＣＲＣの付加された制御情報にチャネルコーディングを行って符号
化されたデータ（ｃｏｄｅｄ　ｄａｔａ）を生成する。このとき、ＭＣＳレベルによるコ
ードレートにチャネルコーディングを行うことができる。基地局は、ＰＤＣＣＨフォーマ
ットに割り当てられたＣＣＥ集合レベルによる伝送率マッチング（ｒａｔｅ　ｍａｔｃｈ
ｉｎｇ）を行い、符号化されたデータを変調して変調シンボルを生成する。この時、ＭＣ
Ｓレベルによる変調序列を用いることができる。１つのＰＤＣＣＨを構成する変調シンボ
ルは、ＣＣＥ集合レベルが１、２、４、８のいずれか一つであってもよい。その後、基地
局は、変調シンボルを物理的なリソース要素にマップ（ＣＣＥ　ｔｏ　ＲＥ　ｍａｐｐｉ
ｎｇ）する。
【０１０２】
　１．２．４　ブラインドデコーティング（ＢＳ：Ｂｌｉｎｄ　Ｄｅｃｏｄｉｎｇ）
　１つのサブフレーム内で複数のＰＤＣＣＨが送信されてもよい。すなわち、１つのサブ
フレームの制御領域は、インデックス
【０１０３】
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【化１１】

【０１０４】
を有する複数のＣＣＥで構成される。ここで、
【０１０５】

【化１２】

【０１０６】
は、ｋ番目のサブフレームの制御領域における総ＣＣＥの個数を意味する。端末は、毎サ
ブフレームごとに複数のＰＤＣＣＨをモニタする。ここでいうモニタとは、端末が、モニ
タされるＰＤＣＣＨフォーマットによってＰＤＣＣＨのそれぞれのデコーティングを試み
ることを指す。
【０１０７】
　サブフレーム内で割り当てられた制御領域において、基地局は、端末に該当するＰＤＣ
ＣＨがどこにあるかに関する情報を提供しない。端末は、基地局から送信された制御チャ
ネルを受信するために、自身のＰＤＣＣＨがどの位置でどのＣＣＥ集合レベルやＤＣＩフ
ォーマットで送信されるかが把握できず、サブフレーム内でＰＤＣＣＨ候補（ｃａｎｄｉ
ｄａｔｅ）の集合をモニタして自身のＰＤＣＣＨを探す。これをブラインドデコーティン
グ（ＢＤ）という。ブラインドデコーティングは、端末がＣＲＣ部分に自身の端末識別子
（ＵＥ　ＩＤ）をデマスキング（Ｄｅ－Ｍａｓｋｉｎｇ）させた後、ＣＲＣ誤りを検討し
、当該ＰＤＣＣＨが自身の制御チャネルであるか否かを確認する方法をいう。
【０１０８】
　活性モード（ａｃｔｉｖｅ　ｍｏｄｅ）で、端末は、自身に送信されるデータを受信す
るために毎サブフレームのＰＤＣＣＨをモニタする。ＤＲＸモードで、端末は、毎ＤＲＸ
周期のモニタリング区間で起床して（ｗａｋｅ　ｕｐ）モニタリング区間に該当するサブ
フレームでＰＤＣＣＨをモニタする。ＰＤＣＣＨのモニタリングが行われるサブフレーム
をｎｏｎ－ＤＲＸサブフレームという。
【０１０９】
　端末は、自身に送信されるＰＤＣＣＨを受信するためには、ｎｏｎ－ＤＲＸサブフレー
ムの制御領域に存在する全てのＣＣＥに対してブラインドデコーティングを行わなければ
ならない。端末は、どんなＰＤＣＣＨフォーマットが送信されるかが把握できず、毎ｎｏ
ｎ－ＤＲＸサブフレーム内でＰＤＣＣＨのブラインドデコーティングに成功するまで、可
能なＣＣＥ集団レベルでＰＤＣＣＨを全てデコーティングしなければならない。端末は、
自身のためのＰＤＣＣＨがいくつのＣＣＥを使用するかが把握できず、ＰＤＣＣＨのブラ
インドデコーティングに成功するまで、可能な全てのＣＣＥ集団レベルで検出を試みなけ
ればならない。
【０１１０】
　ＬＴＥシステムでは、端末のブラインドデコーティングのためにサーチスペース（ＳＳ
：Ｓｅａｒｃｈ　Ｓｐａｃｅ）という概念を定義する。サーチスペースは、端末がモニタ
するためのＰＤＣＣＨ候補セットを意味し、各ＰＤＣＣＨフォーマットによって異なるサ
イズを有することができる。サーチスペースは、共用サーチスペース（ＣＳＳ：Ｃｏｍｍ
ｏｎ　Ｓｅａｒｃｈ　Ｓｐａｃｅ）及び端末特定サーチスペース（ＵＳＳ：ＵＥ－ｓｐｅ
ｃｉｆｉｃ／Ｄｅｄｉｃａｔｅｄ　Ｓｅａｒｃｈ　Ｓｐａｃｅ）で構成できる。
【０１１１】
　共用サーチスペースは、全ての端末が共用サーチスペースのサイズを把握できるが、端
末特定サーチスペースは、各端末ごとに個別に設定することができる。そのため、端末は
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ースを全てモニタしなければならず、よって、１つのサブフレームで最大４４回のブライ
ンドデコーティング（ＢＤ）を行うことになる。ここでは、互いに異なるＣＲＣ値（例え
ば、Ｃ－ＲＮＴＩ、Ｐ－ＲＮＴＩ、ＳＩ－ＲＮＴＩ、ＲＡ－ＲＮＴＩ）によって行うブラ
インドデコーティングは含まない。
【０１１２】
　サーチスペースの制約によって、基地局は、与えられたサブフレーム内でＰＤＣＣＨを
送信しようとする端末の全てにＰＤＣＣＨを送信するためのＣＣＥリソースを確保できな
い場合が発生しうる。なぜなら、ＣＣＥ位置が割り当てられてから残ったリソースは、特
定端末のサーチスペース内に含まれないことがあるためである。次のサブフレームにも続
きうるこのような障壁を最小化するために、端末特定跳躍（ｈｏｐｐｉｎｇ）シーケンス
が端末特定サーチスペースの開始地点に適用されてもよい。
【０１１３】
　表４には、共用サーチスペースと端末特定サーチスペースのサイズを示す。
【０１１４】
【表４】

【０１１５】
　ブラインドデコーティングを試みる回数による端末の負荷を軽減するために、端末は、
定義された全てのＤＣＩフォーマットによるサーチを同時に行わない。具体的に、端末は
、端末特定サーチスペースで常にＤＣＩフォーマット０と１Ａに対するサーチを行う。こ
のとき、ＤＣＩフォーマット０と１Ａは同一のサイズを有するが、端末は、ＰＤＣＣＨに
含まれたＤＣＩフォーマット０と１Ａを区別するために用いられるフラグ（ｆｌａｇ　ｆ
ｏｒ　ｆｏｒｍａｔ　０／ｆｏｒｍａｔ　１Ａ　ｄｉｆｆｅｒｅｎｔｉａｔｉｏｎ）を用
いてＤＣＩフォーマットを区別できる。また、端末にＤＣＩフォーマット０とＤＣＩフォ
ーマット１Ａ以外の他のＤＣＩフォーマットが要求されることもあるが、その一例に、Ｄ
ＣＩフォーマット１、１Ｂ、２がある。
【０１１６】
　共用サーチスペースで端末はＤＣＩフォーマット１Ａと１Ｃをサーチすることができる
。また、端末は、ＤＣＩフォーマット３又は３Ａをサーチできるように設定されてもよく
、ＤＣＩフォーマット３と３ＡはＤＣＩフォーマット０と１Ａと同じ大きさを有するが、
端末は、端末特定識別子以外の識別子によってスクランブルされたＣＲＣを用いてＤＣＩ
フォーマットを区別することができる。
【０１１７】
サーチスペース
【０１１８】

【化１３】

【０１１９】
は、集合レベル
【０１２０】
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【化１４】

【０１２１】
によるＰＤＣＣＨ候補セットを意味する。サーチスペースのＰＤＣＣＨ候補セット
【０１２２】
【化１５】

【０１２３】
によるＣＣＥは、下記の式１によって決定することができる。
【０１２４】
【数１】

【０１２５】
ここで、
【０１２６】
【化１６】

【０１２７】
はサーチスペースでモニタするためのＣＣＥ集合レベルＬによるＰＤＣＣＨ候補の個数を
表し、
【０１２８】
【化１７】

【０１２９】
である。
【０１３０】
【化１８】

【０１３１】
は、各ＰＤＣＣＨ候補で個別ＣＣＥを指定するインデックスを表し、
【０１３２】
【化１９】

【０１３３】
である。
【０１３４】

【化２０】

【０１３５】
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【０１３６】
【化２１】

【０１３７】
は、無線フレーム内でスロットインデックスを表す。
【０１３８】
　上述した通り、端末は、ＰＤＣＣＨをデコーティングするために、端末特定サーチスペ
ース、共用サーチスペースの両方をモニタする。ここで、共用サーチスペース（ＣＳＳ）
は、｛４，８｝の集合レベルを有するＰＤＣＣＨを支援し、端末特定サーチスペース（Ｕ
ＳＳ）は、｛１，２，４，８｝の集合レベルを有するＰＤＣＣＨを支援する。表５に、端
末によってモニタされるＰＤＣＣＨ候補を示す。
【０１３９】

【表５】

【０１４０】
　式１を参照すると、共用サーチスペースの場合、２個の集合レベル、Ｌ＝４及びＬ＝８
に対して
【０１４１】

【化２２】

【０１４２】
は０に設定される。一方、端末特定サーチスペースの場合、集合レベルＬに対して
【０１４３】
【化２３】

【０１４４】
は式２のように定義される。
【０１４５】
【数２】

【０１４６】
ここで、
【０１４７】
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【化２４】

【０１４８】
を表す。また、
【０１４９】

【化２５】

【０１５０】
である。
【０１５１】
　２．キャリア併合（ＣＡ：Ｃａｒｒｉｅｒ　Ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎ）環境
　３ＧＰＰ　ＬＴＥ（３ｒｄ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　Ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ　Ｐｒｏ
ｊｅｃｔ　Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ；Ｒｅｌ－８又はＲｅｌ－９）シス
テム（以下、ＬＴＥシステム）は、単一コンポーネントキャリア（ＣＣ：Ｃｏｍｐｏｎｅ
ｎｔ　Ｃａｒｒｉｅｒ）を複数の帯域に分割して使用する多重搬送波変調（ＭＣＭ：Ｍｕ
ｌｔｉ－Ｃａｒｒｉｅｒ　Ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ）方式を用いる。しかし、３ＧＰＰ　Ｌ
ＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄシステム（Ｒｅｌ－１０又はＲｅｌ－１１）（以下、ＬＴＥ－Ａ
システム）では、ＬＴＥシステムよりも広帯域のシステム帯域幅を支援するために、１つ
以上のコンポーネントキャリアを結合して使用するキャリア併合（ＣＡ：Ｃａｒｒｉｅｒ
　Ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎ）のような方法を使用することができる。キャリア併合は、搬
送波集約、搬送波整合、マルチコンポーネントキャリア環境（Ｍｕｌｔｉ－ＣＣ：Ｍｕｌ
ｔｉ－Ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ　Ｃａｒｒｉｅｒ）又はマルチキャリア環境に言い換えてもよ
い。
【０１５２】
　本発明でいうマルチキャリアは、キャリアの併合（又は、搬送波集約）を意味し、この
とき、キャリアの併合は、隣接した（ｃｏｎｔｉｇｕｏｕｓ）キャリア間の併合だけでな
く、非隣接した（ｎｏｎ－ｃｏｎｔｉｇｕｏｕｓ）キャリア間の併合も意味する。また、
下りリンクと上りリンク間に集約されるコンポーネントキャリアの数が異なるように設定
されてもよい。下りリンクコンポーネントキャリア（以下、「ＤＬ　ＣＣ」という。）数
と上りリンクコンポーネントキャリア（以下、「ＵＬ　ＣＣ」という。）数とが一致する
場合を対称的（ｓｙｍｍｅｔｒｉｃ）併合といい、それらの数が異なる場合を非対称的（
ａｓｙｍｍｅｔｒｉｃ）併合という。このようなキャリア併合は、搬送波集約、帯域幅集
約（ｂａｎｄｗｉｄｔｈ　ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎ）、スペクトル集約（ｓｐｅｃｔｒｕ
ｍ　ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎ）などのような用語と同じ意味で使われてもよい。
【０１５３】
　２つ以上のコンポーネントキャリアが結合して構成されるキャリア併合は、ＬＴＥ－Ａ
システムでは１００ＭＨｚ帯域幅まで支援することを目標とする。目標帯域よりも小さい
帯域幅を有する１個以上のキャリアを結合するとき、結合するキャリアの帯域幅は、既存
のＩＭＴシステムとの互換性（ｂａｃｋｗａｒｄ　ｃｏｍｐａｔｉｂｉｌｉｔｙ）維持の
ために、既存システムで使用する帯域幅に制限することができる。
【０１５４】
　例えば、既存の３ＧＰＰ　ＬＴＥシステムでは｛１．４、３、５、１０、１５、２０｝
ＭＨｚ帯域幅を支援し、３ＧＰＰ　ＬＴＥ－ａｄｖａｎｃｅｄシステム（すなわち、ＬＴ
Ｅ－Ａ）では、既存システムとの互換のために、上記の帯域幅のみを用いて２０ＭＨｚよ
りも大きい帯域幅を支援するようにすることができる。また、本発明で用いられるキャリ
ア併合システムは、既存システムで用いる帯域幅と無関係に、新しい帯域幅を定義してキ
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ャリア併合を支援するようにしてもよい。
【０１５５】
　また、上述のようなキャリア併合は、イントラ－バンドＣＡ（Ｉｎｔｒａ－ｂａｎｄ　
ＣＡ）及びインター－バンドＣＡ（Ｉｎｔｅｒ－ｂａｎｄ　ＣＡ）とに区別できる。イン
トラ－バンドキャリア併合とは、複数のＤＬ　ＣＣ及び／又はＵＬ　ＣＣが周波数上で隣
接したり近接して位置することを意味する。換言すれば、ＤＬ　ＣＣ及び／又はＵＬ　Ｃ
Ｃのキャリア周波数が同一のバンド内に位置することを意味できる。一方、周波数領域で
遠く離れている環境をインター－バンドＣＡ（Ｉｎｔｅｒ－Ｂａｎｄ　ＣＡ）と呼ぶこと
ができる。換言すれば、複数のＤＬ　ＣＣ及び／又はＵＬ　ＣＣのキャリア周波数が互い
に異なるバンドに位置することを意味できる。このような場合、端末は、キャリア併合環
境での通信を行うために複数のＲＦ（ｒａｄｉｏ　ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ）端を使用するこ
ともできる。
【０１５６】
　ＬＴＥ－Ａシステムは、無線リソースを管理するためにセル（ｃｅｌｌ）の概念を用い
る。上述したキャリア併合環境は、多重セル（ｍｕｌｔｉｐｌｅ　ｃｅｌｌｓ）環境と呼
ぶことができる。セルは、下りリソース（ＤＬ　ＣＣ）と上りリソース（ＵＬ　ＣＣ）と
の一対の組合せと定義されるが、上りリソースは必須要素ではない。そのため、セルは、
下りリソース単独で構成されてもよく、下りリソースと上りリソースとで構成されてもよ
い。
【０１５７】
　例えば、特定端末が１つの設定されたサービングセル（ｃｏｎｆｉｇｕｒｅｄ　ｓｅｒ
ｖｉｎｇ　ｃｅｌｌ）を有する場合、１個のＤＬ　ＣＣと１個のＵＬ　ＣＣを有すること
ができるが、特定端末が２個以上の設定されたサービングセルを有する場合には、セルの
数だけのＤＬ　ＣＣを有し、ＵＬ　ＣＣの数は該ＤＬ　ＣＣと等しくてもよく小さくても
よい。又は、逆に、ＤＬ　ＣＣとＵＬ　ＣＣが構成されてもよい。すなわち、特定端末が
複数の設定されたサービングセルを有する場合、ＤＬ　ＣＣの数よりもＵＬ　ＣＣが多い
キャリア併合環境も支援可能である。
【０１５８】
　また、キャリア併合（ＣＡ）は、それぞれキャリア周波数（セルの中心周波数）が互い
に異なる２つ以上のセルの併合と理解されてもよい。ここでいう「セル（Ｃｅｌｌ）」は
、一般的に使われる基地局がカバーする地理的領域としての「セル」とは区別しなければ
ならない。以下、上述したイントラ－バンドキャリア併合をイントラ－バンド多重セルと
称し、インター－バンドキャリア併合をインター－バンド多重セルと称する。
【０１５９】
　ＬＴＥ－Ａシステムで使われるセルは、プライマリセル（ＰＣｅｌｌ：Ｐｒｉｍａｒｙ
　Ｃｅｌｌ）及びセカンダリセル（ＳＣｅｌｌ：Ｓｅｃｏｎｄａｒｙ　Ｃｅｌｌ）を含む
。ＰセルとＳセルは、サービングセル（Ｓｅｒｖｉｎｇ　Ｃｅｌｌ）として用いることが
できる。ＲＲＣ＿ＣＯＮＮＥＣＴＥＤ状態にあるが、キャリア併合が設定されていないか
、キャリア併合を支援しない端末の場合、Ｐセルのみで構成されたサービングセルが１つ
存在する。一方、ＲＲＣ＿ＣＯＮＮＥＣＴＥＤ状態にあると共にキャリア併合が設定され
た端末の場合、１つ以上のサービングセルが存在でき、全体サービングセルにはＰセルと
１つ以上のＳセルが含まれる。
【０１６０】
　サービングセル（ＰセルとＳセル）は、ＲＲＣパラメータを用いて設定することができ
る。ＰｈｙｓＣｅｌｌＩｄは、セルの物理層識別子であって、０から５０３までの整数値
を有する。ＳＣｅｌｌＩｎｄｅｘは、Ｓセルを識別するために使われる簡略な（ｓｈｏｒ
ｔ）識別子であって、１から７までの整数値を有する。ＳｅｒｖＣｅｌｌＩｎｄｅｘは、
サービングセル（Ｐセル又はＳセル）を識別するために使われる簡略な（ｓｈｏｒｔ）識
別子であって、０から７までの整数値を有する。０値はＰセルに適用され、ＳＣｅｌｌＩ
ｎｄｅｘはＳセルに適用するためにあらかじめ与えられる。すなわち、ＳｅｒｖＣｅｌｌ
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Ｉｎｄｅｘにおいて最も小さいセルＩＤ（又は、セルインデックス）を有するセルがＰセ
ルとなる。
【０１６１】
　Ｐセルは、プライマリ周波数（又は、ｐｒｉｍａｒｙ　ＣＣ）上で動作するセルを意味
する。端末が初期連結設定（ｉｎｉｔｉａｌ　ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　ｅｓｔａｂｌｉｓ
ｈｍｅｎｔ）仮定を行ったり連結再－設定過程行ったりするために用いられることもあり
、ハンドオーバー過程で指示されたセルを意味することもある。また、Ｐセルは、キャリ
ア併合環境で設定されたサービングセルのうち、制御関連通信の中心となるセルを意味す
る。すなわち、端末は、自身のＰセルでのみＰＵＣＣＨの割当てを受けて送信することが
でき、システム情報を取得したりモニタリング手順を変更するためにＰセルのみを用いる
ことができる。Ｅ－ＵＴＲＡＮ（Ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｔｅｒｒｅｓｔ
ｒｉａｌ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ）は、キャリア併合環境を支援する端末に対し、移
動性制御情報（ｍｏｂｉｌｉｔｙ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｉｎｆｏ）を含む上位層のＲＲＣ連
結再設定（ＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｒｅｃｏｎｆｉｇｕｔａｉｏｎ）メッセージ
を用いてハンドオーバー手順のためにＰセルのみを変更することもできる。
【０１６２】
　Ｓセルは、セカンダリ周波数（又は、Ｓｅｃｏｎｄａｒｙ　ＣＣ）上で動作するセルを
意味することができる。特定端末にＰセルは１つのみ割り当てられ、Ｓセルは１つ以上割
り当てられうる。Ｓセルは、ＲＲＣ連結設定がなされた後に構成可能であり、さらなる無
線リソースを提供するために用いることができる。キャリア併合環境で設定されたサービ
ングセルのうち、Ｐセル以外のセル、すなわち、ＳセルにはＰＵＣＣＨが存在しない。
【０１６３】
　Ｅ－ＵＴＲＡＮは、Ｓセルを、キャリア併合環境を支援する端末に追加する際、ＲＲＣ
＿ＣＯＮＮＥＣＴＥＤ状態にある関連したセルの動作に関する全てのシステム情報を、特
定シグナル（ｄｅｄｉｃａｔｅｄ　ｓｉｇｎａｌ）を用いて提供することができる。シス
テム情報の変更は、関連したＳセルの解除及び追加によって制御することができ、このと
き、上位層のＲＲＣ連結再設定（ＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｒｅｃｏｎｆｉｇｕｔ
ａｉｏｎ）メッセージを用いることができる。Ｅ－ＵＴＲＡＮは、関連したＳセル内でブ
ロードキャストするよりは、端末別に異なるパラメータを有する特定シグナリング（ｄｅ
ｄｉｃａｔｅｄ　ｓｉｇｎａｌｉｎｇ）を行うことができる。
【０１６４】
　初期保安活性化過程が始まった後、Ｅ－ＵＴＲＡＮは、連結設定過程で初期に構成され
るＰセルに加えて、１つ以上のＳセルを含むネットワークを構成することができる。キャ
リア併合環境でＰセル及びＳセルはそれぞれのコンポーネントキャリアとして動作するこ
とができる。以下の実施例では、プライマリコンポーネントキャリア（ＰＣＣ）はＰセル
と同じ意味で使われ、セカンダリコンポーネントキャリア（ＳＣＣ）はＳセルと同じ意味
で使われてもよい。
【０１６５】
　３．　マッシブＭＩＭＯ（Ｍａｓｓｉｖｅ　Ｍｕｌｔｉ－Ｉｎｐｕｔ　Ｍｕｌｔｉ－Ｏ
ｕｔｐｕｔ）
　マッシブＭＩＭＯは、多数のアンテナを用いてビーム利得（ｂｅａｍ　ｇａｉｎ）を最
大化し、これによってセル間干渉（ＩＣＩ：Ｉｎｔｒａ－Ｃｅｌｌ　Ｉｎｔｅｒｆｅｒｅ
ｎｃｅ）とノイズ（ｎｏｉｓｅ）の影響を除去するとができる。このようなマッシブＭＩ
ＭＯシステムをセルラーネットワークの下りリンク或いは上りリンクに適用するには、Ｔ
ＤＤとＦＤＤのようにデュプレックス（ｄｕｐｌｅｘ）方式によってその送信方式が異な
ればよい。
【０１６６】
　例えば、ＴＤＤの場合は、下りリンクと上りリンクが同じ周波数帯域を使用し、時間で
区別する方式である。そのため、無線チャネルの可干渉時間（ｃｏｈｅｒｅｎｃｅ　ｔｉ
ｍｅ）が大きい場合、すなわち、速度に対するドップラー効果（Ｄｏｐｐｌｅｒ　ｅｆｆ
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ｅｃｔ（ｖｅｌｏｃｉｔｙ））が少ない場合、下りリンクと上りリンクの無線チャネル特
性は同一であると仮定できる（これを可逆特性（ｒｅｃｉｐｒｏｃｉｔｙ）という）。し
たがって、基地局は上りリンクで送信された端末の参照信号（ＲＳ：Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ
　Ｓｉｇｎａｌ）を用いてチャネル推定を行い、下りリンク送信時に、推定されたチャネ
ル情報を用いて下りリンクデータを送信できる。すなわち、基地局は、下りチャネル情報
を取得するために別途の下りリンクＲＳを送信する必要がないことから、リソースオーバ
ーヘッド（ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｏｖｅｒｈｅａｄ）観点では利得を得ることができ、多数
のアンテナを使用するマッシブＭＩＭＯでは、送信するアンテナ個数分のＲＳを使用する
必要がないことから、大きい利得として作用する。
【０１６７】
　但し、ＦＤＤの場合は、下りリンクと上りリンクが異なった周波数を使用する方式であ
る。一方、ＴＤＤの場合は、信号の往復遅延（ｒｏｕｎｄｔｒｉｐ　ｄｅｌａｙ）を考慮
して、フレーム構造（ｆｒａｍｅ　ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ）上に送信保護時間（ｔｒａｎｓ
ｉｔｉｏｎ　ｇｕａｒｄ　ｔｉｍｅ）のためのギャップ（ｇａｐ）を考慮しなければなら
ない。すなわち、セルカバレッジ（ｃｅｌｌ　ｃｏｖｅｒａｇｅ）が大きいほど送信保護
時間が増え、これは処理量（ｔｈｒｏｕｇｈｐｕｔ）低下につながるため、ＴＤＤシステ
ムはＦＤＤシステムに比べてセルカバレッジに制約条件が従う。
【０１６８】
　また、ＴＤＤシステムは、隣接基地局間の干渉影響を制御するために、各基地局間に同
一のＤＬ／ＵＬ構成（ＤＬ／ＵＬ　ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ）が考慮されなければな
らないし、上り／下り送信同期が基地局間になされるべきという制約条件がある。これら
のＴＤＤの制約条件は、マッシブＭＩＭＯのデュプレックス方式をＦＤＤでも考慮するよ
うにする条件となりうる。しかし、ＴＤＤの場合とは違い、ＦＤＤは、基地局が下りリン
クに関するチャネル情報を取得するには、必ずＲＳを送信しなければならず、端末からチ
ャネル情報のフィードバックを受けなければならないという短所がある。
【０１６９】
　図６は、本発明の実施例で使用できるマッシブアンテナの様々な構成形態を示す図であ
る。
【０１７０】
　図６を参照すると、アンテナは、いかなる構造で配置するかによって、図６のような形
態を有することができる。図６（ａ）のようなＵＬＡ（Ｕｎｉｆｏｒｍ　Ｌｉｎｅａｒ　
Ａｒｒａｙ）アンテナの場合、水平（ｈｏｒｉｚｏｎ）方向に非常にシャープ（ｓｈａｒ
ｐ）なビーム（ｂｅａｍ）を形成できるという長所があるが、垂直（ｖｅｒｔｉｃａｌ）
方向のビームを形成できない他、アンテナの全長が非常に長いという短所がある。図６（
ｂ）、図６（ｃ）、及び図６（ｄ）の場合は、ＵＬＡ形態のアンテナを２次元の形態に拡
張したもので、図６（ａ）に比べて、水平方向にビームの帯域（ｂｅａｍｗｉｄｔｈ）が
広いという短所を有するが、垂直方向にもビームを形成できるという長所を有する。図６
に示すマッシブアンテナの構造は一例に過ぎず、様々な個数のアンテナを用いてマッシブ
アンテナを構成してもよい。
【０１７１】
　図７は、本発明の実施例で使用できるビームフォーミングの一例を示す図である。
【０１７２】
　図６（ｂ）乃至図６（ｄ）に示した２次元形態のマッシブアンテナを用いると、図７の
ように水平方向及び垂直方向にビームフォーミングを行うことができる。これによって、
３次元ビームフォーミング（３Ｄ－ｂｅａｍ　ｆｏｒｍｉｎｇ）又は全次元ビームフォー
ミング（ｆｕｌｌ　ｄｉｍｅｎｓｉｏｎ　ｂｅａｍｆｏｒｍｉｎｇ）を行うことができる
。固定垂直セクター化（Ｓｔａｔｉｃ　ｖｅｒｔｉｃａｌ　ｓｅｃｔｏｒｉｚａｔｉｏｎ
）の場合は、垂直ビームを用いて１つのセルカバレッジ内に内部／外部セクターに区分す
ることを意味する。ここでいうセクターは、実際物理的なセクター又はセルであってもよ
く、仮想的なセクター又はセル（ｖｉｒｔｕａｌ　ｓｅｃｔｏｒ　ｏｒ　ｖｉｒｔｕａｌ
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　ｃｅｌｌ）の概念であってもよい。動的３次元ビームフォーミングの場合は、固定垂直
セクター化を端末特定（ＵＥ－ｓｐｅｃｉｆｉｃ）に拡張した概念であり、水平方向及び
垂直方向のビームを全て用いて端末にビームフォーミングを行うことを意味する。例えば
、図７（ａ）は、半静的垂直セクター化ビームフォーミングの一例を示し、図７（ｂ）は
、動的３次元垂直セクター化ビームフォーミングの一例を示す。図７（ａ）の場合は、１
つのセル内の地理的領域をドーナッツ形態にセクター化でき、図７（ｂ）の場合は、特定
端末のみに対してビームフォーミングを行うことができる。
【０１７３】
　図８は、垂直方向のビームフォーミングを行う場合に基地局と端末との関係を示し、図
９は、水平方向のビームフォーミングを行う場合に基地局と端末との関係を示す図である
。
【０１７４】
　一般的なセルラーネットワークでは、１つの領域（ｓｉｔｅ）内に３個のセクター又は
セルを運営し、端末にＬＯＳ確保或いは高効率の送信を提供するために基地局は高い高度
に位置する。このようなセルの配置は、垂直ビームと水平ビームに対する差異を誘発する
。ここで、差異は、端末の移動によって基地局と端末間のチャネル変化が発生する場合、
基地局が送信するビームの角度の変化量が、垂直方向か又は水平方向かによって異なるこ
とを意味する。
【０１７５】
　すなわち、図８で、垂直ビーム側面でのみビームフォーミングを行うと仮定する場合、
基地局の高度をｈとし、端末が基地局からｘだけ移動したとし、基地局と端末間の角度が
θであるとすれば、θ値は
【０１７６】
【化２６】

【０１７７】
で表現することができる。
【０１７８】
　一方、図９のように水平ビーム側面でのみビームフォーミングを行うと仮定する場合、
端末の元の位置と基地局間の距離をｒとし、端末が元の位置から移動した距離をｘとし、
基地局と端末間の角度をθとすれば、θ値は
【０１７９】
【化２７】

【０１８０】
で表現することができる。
【０１８１】
　一般に、基地局の高度は数十メートル程度であり、基地局の半径は数百メートル乃至数
キロメートルを仮定しているため、
【０１８２】

【化２８】

【０１８３】
を満たす。このとき、端末が基地局と非常に近接している場合には上記の数式を満たさな
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いが、セルの面積に対する端末の分布を考慮する場合、上記の数式を満たす場合は多いと
仮定する。また、
【０１８４】
【化２９】

【０１８５】
は増加関数であるため、
【０１８６】

【化３０】

【０１８７】
を満たし、端末が同一距離だけ移動した場合、水平方向のビームフォーミングのためのの
角度変化量が垂直方向のビームフォーミングのための角度変化量よりも小さいということ
がわかる。
【０１８８】
　しかし、移動性の少ない端末の場合は、相対的に、端末の移動性が、高度の変わる方向
に比べて水平方向に低い速度で動く可能性が多い。また、端末の位置が固定している場合
、無線チャネルの時間変化量は周囲の地形地物の位置変化によって発生するようになり、
周囲の地形地物は一般的に水平方向の移動性を有する。したがって、端末に送られるビー
ムパターン（ｂｅａｍ　ｐａｔｔｅｒｎ）は水平方向（ｈｏｒｉｚｏｎ）の変化量が垂直
方向（ｖｅｒｔｉｃａｌ）に比べてより敏感に作用しうる。
【０１８９】
　以下に説明する本発明の実施例では、上述した特性を用いて、端末が下りリンクに対す
るＣＱＩ或いはＰＭＩフィードバックを行うために用いうるＲＳの効率的な運営法につい
て提案する。
【０１９０】
　４．　マッシブＭＩＭＯのためのＲＳの構造
ＬＴＥ　Ｒｅｌｅａｓｅ　８システム（以下、Ｒｅｌ－８）には、ＣＱＩフィードバック
に対するチャネル測定（Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ）とＰＤＳＣＨに対す
るチャネル推定（Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｅｓｔｉｍａｔｉｏｎ）を目的にセル特定参照信号（
ＣＲＳ：Ｃｅｌｌ　ｓｐｅｃｉｆｉｃ　Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ）が提案され
ている。しかし、ＬＴＥ－Ａ　Ｒｅｌｅａｓｅ　１０（以下、Ｒｅｌ－１０）システムか
らは、Ｒｅｌ－８のＣＲＳと別途にＲｅｌ－１０　ＵＥのためにＰＤＳＣＨに対するチャ
ネル推定を目的にチャネル状態情報参照信号（ＣＳＩ－ＲＳ：Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｓｔａｔ
ｅ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ）が提案された。
【０１９１】
　４．１　ＣＳＩ－ＲＳマッピングの構造
　図１０は、本発明の実施例で使用できるＣＳＩ－ＲＳのマッピング構造の一例を示す図
である。
【０１９２】
　ＣＲＳと違い、ＣＳＩ－ＲＳは、異種ネットワーク（ＨｅｔＮｅｔ）環境を含めて多重
セル環境でセル内干渉（ＩＣＩ）を減らすために、最大３２通りの異なるＣＳＩ構成が提
案されている。ＣＳＩ－ＲＳの構成は、セル内アンテナのポート数によって異なり、隣接
セル間に可能な限り異なるＣＳＩ－ＲＳ構成を有するように構成される。また、これはＣ
Ｐタイプによって区別され、フレーム構造（ＦＳ：Ｆｒａｍｅ　Ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ）タ
イプによって、ＦＳ１とＦＳ２の両方に適用する場合とＦＳ２のみを支援する場合とに区
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別される。最後に、ＣＳＩ－ＲＳは、ＣＲＳとは違い、最大８個のアンテナポート（ｐ＝
１５、ｐ＝１５，１６、ｐ＝１５，…，１８、及びｐ＝１５，…，２２）まで支援し、
【０１９３】
【化３１】

【０１９４】
のみに対して定義される。
【０１９５】
　４．２　ＣＳＩ－ＲＳ構成ＩＥ
　ＣＳＩ－ＲＳ構成情報要素（ＣＳＩ－ＲＳ－Ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　Ｉｎｆｏｒ
ｍａｔｉｏｎ　Ｅｌｅｍｅｎｔ）は、ＣＳＩ－ＲＳ構成を明示するために用いる。下記の
表６は、ＣＳＩ－ＲＳ構成情報要素の一例を示す。
【０１９６】
【表６】

【０１９７】
　表６で、アンテナポートカウント（ａｎｔｅｎｎａＰｏｒｔｓＣｏｕｎｔ）パラメータ
は、ＣＳＩ－ＲＳが送信されるアンテナの個数（１、２、４、８から選択）を示す（ＴＳ
　３６．２１１［２１，６．１０．５］参照）。ｐ－Ｃパラメータは、Ｐｃパラメータ（
ＴＳ　３６．２１３［２３，７．２．５］参照）を示す。リソース構成（ｒｅｓｏｕｒｃ
ｅＣｏｎｆｉｇ）パラメータは、時間－リソース周波数上で一つのＲＢ内にどのＲＥにＣ
ＳＩ　ＲＳが位置するかを示す（ＴＳ　３６．２１１［２１，ｔａｂｌｅ　６．１０．５
．２－１　ａｎｄ　６．１０．５．２－２］参照）。サブフレーム構成（ｓｕｂｆｒａｍ
ｅＣｏｎｆｉｇ）パラメータは、ＣＳＩ－ＲＳがどのサブフレームで送信されるかを示し
、ＰＤＳＣＨ　ＥＰＲＥに対するＣＳＩ－ＲＳ　ＥＰＲＥ値が送信される。さらに、ｅＮ
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２１，ｔａｂｌｅ　６．１０．５．３－１］参照）。ＩＣＳＩ－ＲＳは、端末がノンゼロ
（ｎｏｎ－ｚｅｒｏ）又はゼロ（Ｚｅｒｏ）送信電力と仮定するＣＳＩ　ＲＳに対して個
別に構成することができる。ゼロ送信電力リソース構成リスト（ｚｅｒｏＴｘＰｏｗｅｒ
ＲｅｓｏｕｒｃｅＣｏｎｆｉｇＬｉｓｔ）パラメータは、特定ＲＢで送信されるゼロ電力
ＣＳＩ－ＲＳの構成を示す（ＴＳ　３６．２１１［２１，６．１０．５．２］参照）。ゼ
ロ送信電力サブフレーム構成（ｚｅｒｏＴｘＰｏｗｅｒＳｕｂｆｒａｍｅＣｏｎｆｉｇ）
パラメータは、ゼロ電力ＣＳＩ－ＲＳが含まれるサブフレームを示す（ＴＳ　３６．２１
１［２１，ｔａｂｌｅ　６．１０．５．３－１］参照）。
【０１９８】
　端末が当該ＣＳＩ－ＲＳに対してノンゼロ送信電力で構成する零又は１つの構成、及び
端末がゼロ送信電力で構成する零以上の構成である多重ＣＳＩ　ＲＳ構成は、与えられた
セルで使用できる。
【０１９９】
　上位層によって構成されたＺｅｒｏＰｏｗｅｒＣＳＩ－ＲＳパラメータの１６ビットの
ビットマップで１に設定された各ビットに対して、端末は、上位層によって構成されたノ
ンゼロ送信電力ＣＳＩ－ＲＳと重なるリソース要素を除き、下記の表７及び表８の４　Ｃ
ＳＩ　ＲＳ列に相応するリソース要素に対してゼロ送信電力と仮定することができる。こ
のとき、ＭＳＢ（Ｍｏｓｔ　Ｓｉｇｎｉｆｉｃａｎｔ　Ｂｉｔ）は、最も小さいＣＳＩ　
ＲＳ構成インデックスに相応し、ビットマップで連続するビットは昇順で各ＣＳＩ　ＲＳ
構成に相応する。
【０２００】
　ＣＳＩ参照信号は、表７及び表８の条件を満たすｎｓ　ｍｏｄ　２である下りリンクス
ロットにのみ割り当てることができる。
【０２０１】
　端末は、ＣＳＩ参照信号が、フレーム構造タイプ２である特定サブフレーム、ＣＳＩ－
ＲＳの送信が同期信号、ＰＢＣＨ、又はシステム情報ブロックタイプ１（ＳｙｓｔｅｍＩ
ｎｆｏｒｍａｔｉｏｎＢｌｏｃｋＴｙｐｅ１）メッセージの送信と衝突しうるサブフレー
ム、及びページングメッセージの送信のために構成されたサブフレームでは送信されない
と仮定する。
【０２０２】
　アンテナポート集合Ｓ（Ｓ＝｛１５｝、Ｓ＝｛１５，１６｝、Ｓ＝｛１７，１８｝、Ｓ
＝｛１９，２０｝又はＳ＝｛２１，２２｝）に対するＣＳＩ参照リソースの送信に使われ
るリソース要素（ｋ，ｌ）は、同一スロットでいずれのアンテナポート上でもＰＤＳＣＨ
信号の送信のために用いられないし、同一スロット内の集合Ｓ内でＣＳＩ－ＲＳを送信す
るアンテナポート以外のいずれのアンテナポートでもＣＳＩ－ＲＳは送信されない。
【０２０３】
　下記の表７は、ノーマルサイクリックプレフィックス（ＣＰ：Ｃｙｃｌｉｃ　Ｐｒｅｆ
ｉｘ）に対するリソース要素（ｋ’，ｌ’）に対するＣＳＩ参照信号構成のマッピング関
係を示す。
【０２０４】
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【０２０５】
下記の表８は、拡張サイクリックプレフィックス（ｅｘｔｅｎｄｅｄ　ＣＰ）に対するリ
ソース要素（ｋ’，ｌ’）に対するＣＳＩ参照信号構成のマッピング関係を示す。
【０２０６】
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【表８】

【０２０７】
　ＣＳＩ－ＲＳの存在する位置を示すサブフレーム構成周期ＴＣＳＩ－ＲＳ及びサブフレ
ームオフセットΔＣＳＩ－ＲＳは、下記の表９に記載されている。ＩＣＳＩ－ＲＳパラメ
ータは、ＵＥがノンゼロ及びゼロ送信電力と推定するＣＳＩ－ＲＳに対して個別的に構成
されうる。ＣＳＩ－ＲＳを含むサブフレームは、下記の式３を満たすサブフレームとする
ことができる。
【０２０８】
【数３】

【０２０９】
　式３で、ＴＣＳＩ－ＲＳはＣＳＩ－ＲＳが送信される周期、ΔＣＳＩ－ＲＳはオフセッ
ト値、ｎｆはシステムフレーム番号、ｎｓはスロットナンバーをそれぞれ意味する。
【０２１０】
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【表９】

【０２１１】
　４．３　アンテナポート別ＣＳＩ－ＲＳ送信方法－１
　既存ＬＴＥシステムでは３Ｄビームフォーミング技術に関する提案がなかったため、全
てのアンテナで同一ＣＳＩ－ＲＳ構成情報が用いられていた。以下では、本発明の実施例
で、３ＤビームフォーミングにおいてＵＥのためにＰＤＳＣＨに対するチャネル推定を目
的にＣＳＩ－ＲＳを使用する場合、垂直／水平ビームフォーミングのための角度変化量が
異なるという点を用いて、各アンテナポート別にＣＳＩ－ＲＳ送信周期を異なるように設
定及び送信できる方法について説明する。
【０２１２】
　図１１は、本発明の実施例として、３ＤビームフォーミングのためのＣＳＩ－ＲＳ構成
情報を送信する方法の一つを示す図である。
【０２１３】
　図１１を参照すると、基地局（ｅＮＢ）は、上位層信号を用いてＣＳＩ－ＲＳ構成情報
要素（ＣＳＩ－ＲＳ　Ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　ＩＥ）を各端末に送信する。このと
き、ＣＳＩ－ＲＳ構成情報要素は、３Ｄビームフォーミングのためのアンテナポート別送
信周期に関する情報を含むことができる（Ｓ１１１０）。
【０２１４】
　その後、基地局は、ＣＳＩ－ＲＳ構成情報要素に基づいてＰＤＳＣＨ信号を送信し、端
末は、受信したＣＳＩ－ＲＳ構成情報要素に基づいてＰＤＳＣＨに対するチャネル状態情
報（ＣＳＩ）を測定することができる（Ｓ１１２０、Ｓ１１３０）。
【０２１５】
　また、端末は、測定したＣＳＩをＰＵＣＣＨ信号及び／又はＰＵＳＣＨ信号を用いて基
地局に報告することができる（Ｓ１１４０）。
【０２１６】
　図１１で、基地局は、垂直物理アンテナにマップされる又は垂直ビームフォーミングの
ために用いられる論理的なアンテナポートのＣＳＩ－ＲＳ送信周期を異なるように設定す
ることができる。図１１のＳ１１１０段階のＣＳＩ－ＲＳ構成情報要素は、アンテナポー
ト別に送信周期を異なるように設定するためのパラメータを含むことができる。そのため
には、各アンテナポートに対する構成がそれぞれ定義されなければならない。各アンテナ
ポートに対する周期設定のためには、ＣＳＩ－ＲＳサブフレーム構成（ＩＣＳＩ－ＲＳ）
パラメータ値を各アンテナポートに対して設定することが好ましい。下記の表１０に、各
アンテナポート別に定義されるＣＳＩ－ＲＳサブフレーム構成パラメータの一例を示す。
【０２１７】
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【表１０】

【０２１８】
　表１０では、アンテナポートが最大８個であると仮定している。３Ｄビームフォーミン
グを使用する場合、表１０よりも多いアンテナポートが用いられてもよい。その場合、各
アンテナポート別にＣＳＩ－ＲＳサブフレーム構成パラメータを設定することができる。
【０２１９】
　また、下記の表１１は、表１０で説明した各アンテナポート別に定義されるＣＳＩ－Ｒ
Ｓサブフレーム構成パラメータを含むＣＳＩ構成情報要素の一例を示す。
【０２２０】
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【表１１】

【０２２１】
　表１０及び表１１で説明したＣＳＩ－ＲＳ構成情報要素の場合、各アンテナ別に周期が
異なるＣＳＩ－ＲＳを構成するための方法の一例である。また、ＣＳＩ－ＲＳ構成情報要
素に含まれる他のパラメータ値（例えば、ｒｅｓｏｕｒｃｅＣｏｎｆｉｇ、ｐ－Ｃ）に対
する値も各アンテナ別に割り当ててＣＳＩ－ＲＳ構成情報要素を構成することができる。
このような本発明の実施例で、各アンテナ別に周期が異なるＣＳＩ－ＲＳ値を割り当てる
ために、異なるＡＳＮコードで表現することができる。
【０２２２】
　４．４　アンテナポート別ＣＳＩ－ＲＳ送信方法－２
　４．３節で説明した方法は、アンテナポート別にＣＳＩ－ＲＳ構成を上位層シグナル（
例、ＲＲＣシグナリング）を用いて設定しなければならず、上位層にとって大きいオーバ
ーヘッドとして作用しうる。そこで、アンテナを２個又はそれ以上の集合と定義してＣＳ
Ｉ－ＲＳを構成することもできる。下記の表１２及び表１３は、アンテナポートを２個の
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【０２２３】
【表１２】

【０２２４】
【表１３】

【０２２５】
　表１２及び表１３のように区別されたアンテナポート集合は、各集合に対して互いに異
なるＣＳＩ－ＲＳ構成を適用することができる。例えば、表１２では、アンテナポート番
号が１５、１６、１７、１８であるアンテナポートが一つの集合を構成し、１９、２０、
２１、２２のアンテナポートがもう一つの集合を構成する。この場合、アンテナポート集
合はアンテナ集合番号（ａｎｔｅｎｎａＳｅｔＮｕｍｂｅｒ）パラメータによって区別さ
れ、各アンテナポート集合別に異なるＣＳＩ－ＲＳ送信周期を用いる。アンテナポート集
合別ＣＳＩ－ＲＳ送信周期は、下記の表１４の通りに表現でき、ＡＳＮコード（Ａｂｓｔ
ｒａｃｔ　Ｓｙｎｔａｘ　Ｎｏｔａｔｉｏｎ　ｃｏｄｅ）で示すことができる。
【０２２６】
【表１４】

【０２２７】
　下記の表１５には、表１２乃至表１４で説明したアンテナポート集合別にＣＳＩ－ＲＳ
送信周期を異ならせるためのＣＳＩ－ＲＳ構成情報要素の一例を示す。表１５のＣＳＩ－
ＲＳ構成情報要素は、図１１のＳ１１１０段階で用いることができる。
【０２２８】
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【表１５】

【０２２９】
　下記の表１６は、アンテナ集合を示すためのアンテナ集合番号パラメータを別途に使用
せず、既存のＣＳＩ－ＲＳ構成に関する情報を多重に送信することができる。表１６は、
アンテナセットが２個である場合のＣＳＩ－ＲＳ構成情報要素の一例を示す。
【０２３０】
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【表１６】

【０２３１】
　表１６では、アンテナ集合が２個である場合、サブフレーム構成（ｓｕｂｆｒａｍｅＣ
ｏｎｆｉｇ）パラメータをアンテナ集合によって多重に表示したものを示す。仮に、アン
テナ集合が３個以上である場合には、アンテナ集合の個数によってサブフレーム構成パラ
メータを多重化して示すことができる。
【０２３２】
　４．５　アンテナポート別ＣＳＩ－ＲＳ送信方法－３
　４．３節及び４．４節で説明した方法は、上位層シグナリングでＣＳＩ－ＲＳ構成を指
定する方法であるが、以下で説明する本発明の実施例は、物理層でＣＳＩ－ＲＳをＲＥに
マップする場合にアンテナポート別（すなわち、垂直アンテナポート）にＳＩ－ＲＳ構成
を変更することができる。
【０２３３】
　下記の表１７は、ノーマルＣＰ（Ｎｏｒｍａｌ　Ｃｙｃｌｉｃ　Ｐｒｅｆｉｘ）の場合
に使われるＣＳＩ－ＲＳ構成をＲＥにマップするためのテーブルの一つを示す。
【０２３４】
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【表１７】

【０２３５】
　下記の表１８は、拡張ＣＰ（Ｅｘｔｅｎｄｅｄ　Ｃｙｃｌｉｃ　Ｐｒｅｆｉｘ）の場合
に使われるＣＳＩ－ＲＳ構成をＲＥにマップするためのテーブルの一つを示す。
【０２３６】
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【表１８】

【０２３７】
　４．３節の実施例は、ＣＰ長及びフレーム構造に対して、最後のＣＳＩ－ＲＳ構成を既
存よりも２倍長い周期に設定した場合である。勿論、表１７及び表１８で、周期が２倍以
外の一定倍数だけ長いか短いＣＳＩ－ＲＳ構成をさらに挿入することもできる。
【０２３８】
　このような場合、上位層シグナリングによって端末がＣＳＩ－ＲＳ構成情報要素に含ま
れたＣＳＩ－ＲＳ構成インデックスを受信する場合、端末は、表１７及び表１８で、アン
テナポートの個数によって最後のＣＳＩ－ＲＳ構成では２倍又はシステムで定められる倍
数に従ってＣＳＩ－ＲＳの送信周期を異ならせて送信することができる。
【０２３９】
　４．６アンテナポート別ＣＳＩ－ＲＳ送信方法－４
　本発明の更に他の実施例としてＣＳＩ－ＲＳ送信周期を調整できる方法は、特定ＣＳＩ
－ＲＳ構成に対して式３を修正する方式である。
【０２４０】
　下記の式４は、式３を修正したものである。
【０２４１】
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【数４】

【０２４２】
　式４で、ｋ値は、任意の固定した定数値であって、システムで固定して用いられてもよ
く、又は上位層シグナリングによって特定ＣＳＩ　ＲＳ構成情報と共に端末に送信されて
もよい。すなわち、式４を用いる場合、ＣＳＩ－ＲＳは、定数ｋ値だけの周期性を持って
送信されてもよい。
【０２４３】
　５．具現装置
　図１２に説明する装置は、図１乃至図１１で説明した方法を具現できる手段である。
【０２４４】
　端末（ＵＥ：Ｕｓｅｒ　Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ）は、上りリンクでは送信機として動作し
、下りリンクでは受信機として動作できる。また、基地局（ｅＮＢ：ｅ－Ｎｏｄｅ　Ｂ）
は、上りリンクでは受信機として動作し、下りリンクでは送信機として動作できる。
【０２４５】
　すなわち、端末及び基地局は、情報、データ及び／又はメッセージの送信及び受信を制
御するためにそれぞれ送信モジュール（Ｔｘ　ｍｏｄｕｌｅ）１２４０，１２５０、及び
受信モジュール（Ｒｘ　ｍｏｄｕｌｅ）１２２０，１２７０を備えることができ、情報、
データ及び／又はメッセージを送受信するためのアンテナ１２００，１２１０などを備え
ることができる。送信モジュール及び受信モジュールは、送受信を同時に行うトランシー
バで構成されてもよい。
【０２４６】
　また、端末及び基地局はそれぞれ、上述した本発明の実施例を行うためのプロセッサ（
Ｐｒｏｃｅｓｓｏｒ）１２２０，１２３０、及びプロセッサの処理過程を臨時的に又は持
続的に記憶できるメモリー１２８０，１２９０を備えることができる。
【０２４７】
　上述した端末及び基地局装置の構成成分及び機能を用いて本願発明の実施例を実行する
ことができる。例えば、基地局のプロセッサは、上述した１節乃至４節に開示された方法
を個別に用いたり又は組み合わせてＣＳＩ－ＲＳを構成することができ、生成したＣＳＩ
－ＲＳ構成情報要素を上位層シグナリングを用いて端末に送信することができる。端末は
、受信したＣＳＩ－ＲＳ構成情報要素に基づいてＣＳＩ－ＲＳ送信パターン、送信周期な
どを把握でき、このような情報に基づいてＣＳＩ－ＲＳを受信することができる。
【０２４８】
　端末及び基地局に含まれた送信モジュール及び受信モジュールは、データ送信のための
パケット変復調機能、高速パケットチャネルコーディング機能、直交周波数分割多元接続
（ＯＦＤＭＡ：Ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌ
ｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ）パケットスケジューリング、時分割デュプレックス（ＴＤＤ
：Ｔｉｍｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｄｕｐｌｅｘ）パケットスケジューリング及び／又はチ
ャネル多重化機能を実行することができる。また、図１２の端末及び基地局は、低電力Ｒ
Ｆ（Ｒａｄｉｏ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ）／ＩＦ（Ｉｎｔｅｒｍｅｄｉａｔｅ　Ｆｒｅｑｕ
ｅｎｃｙ）モジュールをさらに備えることができる。
【０２４９】
　一方、本発明で端末として、個人携帯端末機（ＰＤＡ：Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｄｉｇｉｔ
ａｌ　Ａｓｓｉｓｔａｎｔ）、セルラーフォン、個人通信サービス（ＰＣＳ：Ｐｅｒｓｏ
ｎａｌ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ｓｅｒｖｉｃｅ）フォン、ＧＳＭ（登録商標）（
Ｇｌｏｂａｌ　Ｓｙｓｔｅｍ　ｆｏｒ　Ｍｏｂｉｌｅ）フォン、ＷＣＤＭＡ（登録商標）
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（Ｗｉｄｅｂａｎｄ　ＣＤＭＡ）フォン、ＭＢＳ（Ｍｏｂｉｌｅ　Ｂｒｏａｄｂａｎｄ　
Ｓｙｓｔｅｍ）フォン、ハンドヘルドＰＣ（Ｈａｎｄ－Ｈｅｌｄ　ＰＣ）、ノートパソコ
ン、スマート（Ｓｍａｒｔ）フォン、又はマルチモードマルチバンド（ＭＭ－ＭＢ：Ｍｕ
ｌｔｉ　Ｍｏｄｅ－Ｍｕｌｔｉ　Ｂａｎｄ）端末機などを用いることができる。
【０２５０】
　ここで、スマートフォンは、移動通信端末機と個人携帯端末機の長所を組み合わせた端
末機であって、移動通信端末機に、個人携帯端末機の機能である日程管理、ファックス送
受信及びインターネット接続などのデータ通信機能を統合した端末機を意味できる。また
、マルチモードマルチバンド端末機は、マルチモデムチップを内蔵し、携帯インターネッ
トシステムでも、その他の移動通信システム（例えば、ＣＤＭＡ２０００システム、ＷＣ
ＤＭＡ（登録商標）システムなど）でも作動できる端末機のことを指す。
【０２５１】
　本発明の実施例は、様々な手段によって具現することができる。例えば、本発明の実施
例は、ハードウェア、ファームウェア（ｆｉｒｍｗａｒｅ）、ソフトウェア又はそれらの
結合などによって具現することができる。
【０２５２】
　ハードウェアによる具現の場合、本発明の実施例に係る方法は、１つ又はそれ以上のＡ
ＳＩＣｓ（ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　ｓｐｅｃｉｆｉｃ　ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　ｃｉｒ
ｃｕｉｔｓ）、ＤＳＰｓ（ｄｉｇｉｔａｌ　ｓｉｇｎａｌ　ｐｒｏｃｅｓｓｏｒｓ）、Ｄ
ＳＰＤｓ（ｄｉｇｉｔａｌ　ｓｉｇｎａｌ　ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　ｄｅｖｉｃｅｓ）、
ＰＬＤｓ（ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　ｌｏｇｉｃ　ｄｅｖｉｃｅｓ）、ＦＰＧＡｓ（ｆ
ｉｅｌｄ　ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　ｇａｔｅ　ａｒｒａｙｓ）、プロセッサ、コント
ローラ、マイクロコントローラ、マイクロプロセッサなどによって具現することができる
。
【０２５３】
　ファームウェアやソフトウェアによる具現の場合、本発明の実施例に係る方法は、以上
で説明された機能又は動作を実行するモジュール、手順又は関数などの形態として具現す
ることもできる。例えば、ソフトウェアコードは、メモリーユニット１２８０，１２９０
に記憶され、プロセッサ１２２０，１２３０によって駆動されてもよい。メモリーユニッ
トは、プロセッサの内部又は外部に設けられ、公知の種々の手段によってプロセッサとデ
ータをやり取りすることができる。
【０２５４】
　本発明は、本発明の精神及び必須特徴から逸脱しない範囲で他の特定の形態として具体
化されてもよい。したがって、上記の詳細な説明は、いずれの面においても制約的に解釈
されてはならず、例示的なものとして考慮されなければならない。本発明の範囲は、添付
した請求項の合理的解釈によって決定されなければならず、本発明の等価的範囲における
変更はいずれも本発明の範囲に含まれる。また、特許請求の範囲で明示的な引用関係にな
い請求項を結合して実施例を構成してもよく、出願後の補正によって新しい請求項として
含めてもよい。
【産業上の利用可能性】
【０２５５】
　本発明の実施例は、様々な無線接続システムに適用可能である。様々な無線接続システ
ムの一例として、３ＧＰＰ（３ｒｄ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　Ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ　
Ｐｒｏｊｅｃｔ）、３ＧＰＰ２及び／又はＩＥＥＥ　８０２．ｘｘ（Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ
　ｏｆ　Ｅｌｅｃｔｒｉｃａｌ　ａｎｄ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ　Ｅｎｇｉｎｅｅｒｓ　
８０２）システムなどがある。本発明の実施例は、上記の様々な無線接続システムだけで
なく、これら様々な無線接続システムを応用したいずれの技術分野にも適用可能である。
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