
JP 5389271 B2 2014.1.15

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のダウンリンク制御情報フォーマット（ＤＣＩフォーマット）のうちの一つのＤＣ
Ｉフォーマットを用いて、サウンディング・リファレンス・シグナル（ＳＲＳ）の送信要
求を含むダウンリンク制御情報を受信し、前記複数のＤＣＩフォーマットの各々は、少な
くとも一つのＳＲＳパラメータセットと対応しており、各ＳＲＳパラメータセットは、そ
れぞれ前記ＳＲＳの送信に用いられる複数のＳＲＳリソースのうちの一つを特定するもの
である、受信部と、
　前記一つのＤＣＩフォーマットに対応するＳＲＳパラメータセットによって特定される
ＳＲＳリソースを用いて、前記ＳＲＳを送信する送信部と、
　を具備する端末装置。
【請求項２】
　前記ＳＲＳパラメータセットは、前記ＳＲＳリソースの開始リソースブロック位置、帯
域幅、サイクリック・シフト、及び、送信Combを含む、
　請求項１に記載の端末装置。
【請求項３】
　前記複数のＤＣＩフォーマットに含まれる第１のＤＣＩフォーマットにおいて、前記Ｓ
ＲＳの送信要求に用いられるビットの数は１であり、前記第１のＤＣＩフォーマットは一
つのＳＲＳパラメータセットと対応づけられており、
　前記複数のＤＣＩフォーマットに含まれる第２のＤＣＩフォーマットにおいて、前記Ｓ
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ＲＳの送信要求に用いられるビットの数は２であり、前記第２のＤＣＩフォーマットは三
つのＳＲＳパラメータセットと対応づけられている、
　請求項１又は２に記載の端末装置。
【請求項４】
　前記複数のＤＣＩフォーマットの各々と、前記ＳＲＳパラメータセットとの対応関係は
、基地局装置との間で共有されている、
　請求項１から３いずれかに記載の端末装置。
【請求項５】
　前記複数のＳＲＳリソースは、前記ＳＲＳの送信に用いられるＳＲＳサブフレーム中の
リソースである、
　請求項１から４のいずれかに記載の端末装置。
【請求項６】
　複数のダウンリンク制御情報フォーマット（ＤＣＩフォーマット）のうちの一つのＤＣ
Ｉフォーマットを用いて、サウンディング・リファレンス・シグナル（ＳＲＳ）の送信要
求を含むダウンリンク制御情報を受信し、前記複数のＤＣＩフォーマットの各々は、少な
くとも一つのＳＲＳパラメータセットと対応しており、各ＳＲＳパラメータセットは、そ
れぞれ前記ＳＲＳの送信に用いられる複数のＳＲＳリソースのうちの一つを特定するもの
であり、
　前記一つのＤＣＩフォーマットに対応するＳＲＳパラメータセットによって特定される
ＳＲＳリソースを用いて、前記ＳＲＳを送信する、
　通信方法。
【請求項７】
　前記ＳＲＳパラメータセットは、前記ＳＲＳリソースの開始リソースブロック位置、帯
域幅、サイクリック・シフト、及び、送信Combを含む、
　請求項６に記載の通信方法。
【請求項８】
　前記複数のＤＣＩフォーマットに含まれる第１のＤＣＩフォーマットにおいて、前記Ｓ
ＲＳの送信要求に用いられるビットの数は１であり、前記第１のＤＣＩフォーマットは一
つのＳＲＳパラメータセットと対応づけられており、
　前記複数のＤＣＩフォーマットに含まれる第２のＤＣＩフォーマットにおいて、前記Ｓ
ＲＳの送信要求に用いられるビットの数は２であり、前記第２のＤＣＩフォーマットは三
つのＳＲＳパラメータセットと対応づけられている、
　請求項６又は７に記載の通信方法。
【請求項９】
　前記複数のＤＣＩフォーマットの各々と、前記ＳＲＳパラメータセットとの対応関係は
、端末装置と基地局装置との間で共有されている
　請求項６から８いずれかに記載の通信方法。
【請求項１０】
　前記複数のＳＲＳリソースは、前記ＳＲＳの送信に用いられるＳＲＳサブフレーム中の
リソースである、
　請求項６から９のいずれかに記載の通信方法。
【請求項１１】
　複数のダウンリンク制御情報フォーマット（ＤＣＩフォーマット）のうちの一つのＤＣ
Ｉフォーマットを用いて、サウンディング・リファレンス・シグナル（ＳＲＳ）の送信要
求を含むダウンリンク制御情報を受信する処理と、前記複数のＤＣＩフォーマットの各々
は、少なくとも一つのＳＲＳパラメータセットと対応しており、各ＳＲＳパラメータセッ
トは、それぞれ前記ＳＲＳの送信に用いられる複数のＳＲＳリソースのうちの一つを特定
するものであり、
　前記一つのＤＣＩフォーマットに対応するＳＲＳパラメータセットによって特定される
ＳＲＳリソースを用いて、前記ＳＲＳを送信する処理と、
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　を制御する集積回路。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、端末装置、通信方法及び集積回路に関する。
【背景技術】
【０００２】
　３ＧＰＰ－ＬＴＥ(3rd Generation Partnership Project Radio Access Network Long 
Term Evolution、以下、ＬＴＥという)では、下り回線の通信方式としてＯＦＤＭＡ（Ort
hogonal Frequency Division Multiple Access）が採用され、上り回線の通信方式として
ＳＣ－ＦＤＭＡ（Single Carrier Frequency Division Multiple Access）が採用されて
いる（例えば、非特許文献１、２、３参照）。また、ＬＴＥの上り回線では、上り受信品
質を測定するためのリファレンス信号として、Periodic Sounding Reference signal(P-S
RS)が用いられる。
【０００３】
　このP-SRSを端末から基地局に対して送信するために、全端末共通のSRS送信サブフレー
ム（以下、「共通SRSサブフレーム」と呼ぶ）が設定される。この共通SRSサブフレームは
、セル単位で、所定の周期及びサブフレームオフセットの組合せによって定義される。ま
た、共通SRSサブフレームに関する情報は、セル内の端末に報知される。例えば、周期が1
0サブフレームでオフセットが3であれば、フレーム(10サブフレームから構成される)内の
3サブフレーム目が共通SRSサブフレームに設定される。共通SRSサブフレームでは、セル
内の全端末が、そのサブフレームの最後のSC-FDMAシンボルにおいて、データ信号の送信
を取り止めるとともに、その期間をリファレンス信号の送信リソースとして用いる。
【０００４】
　また、各端末に対して個別にSRS送信サブフレームが上位レイヤ(物理レイヤより上位の
RRCレイヤ)により設定される（以下、個別SRSサブフレームと呼ぶ）。端末は設定された
個別SRSサブフレームにおいてP-SRSを送信する。また、各端末に対して、SRSリソースに
関するパラメータ（以下、「SRSリソースパラメータ」と呼ばれることがある）が、設定
及び通知される。このSRSリソースに関するパラメータには、SRSの帯域幅、帯域位置（ま
たはSRS帯域開始位置）、Cyclic Shift、Comb（サブキャリアグループの識別情報に相当
）などが含まれる。そして、端末は、その通知されたパラメータに従ったリソースを用い
てSRSを送信する。また、SRSの周波数ホッピングが設定される場合もある。
【０００５】
　また、LTEをさらに進めたLTE-Advanced（以下、「LTE-A」という）の上り回線では、Dy
namic Aperiodic SRS(以下、A-SRSと呼ぶ)の導入が検討されている。このA-SRSの送信タ
イミングは、トリガ情報（例えば、１ビットの情報）によって制御される。このトリガ情
報は、基地局から端末へ物理層の制御チャネル（つまり、PDCCH）によって送信される(例
えば、非特許文献４)。すなわち、端末は、トリガ情報（つまり、A-SRSの送信要求）によ
りA-SRS送信を要求された場合にのみ、A-SRSを送信する。そして、A-SRSの送信タイミン
グを、トリガ情報が送信されたサブフレームから4サブフレーム後の最初の共通SRSサブフ
レームとすることが検討されている。ここで、上述の通り、P-SRSは、周期的（periodic
）に送信される一方、A-SRSは、例えば、バースト的に上り回線の送信データが発生した
ときのみに短期間に集中して、端末に送信させることができる。
【０００６】
　また、LTE-Aにおいては、様々なデータ割当通知のための制御情報フォーマットが存在
する。制御情報フォーマットには、下り回線において、連続する番号のリソースブロック
（Ｖｉｒｔｕａｌ　ＲＢまたはＰｈｙｓｉｃａｌ　ＲＢ）を割り当てるＤＣＩ　ｆｏｒｍ
ａｔ　１Ａ、連続しない番号のＲＢの割り当て（以下、「非連続帯域割当」という）が可
能なＤＣＩ　ｆｏｒｍａｔ１、空間多重ＭＩＭＯ送信を割り当てるＤＣＩ　ｆｏｒｍａｔ
２および２Ａ、ビームフォーミング送信を割り当てる下り割当制御情報のフォーマット（
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「ビームフォーミング割当下りフォーマット」：ＤＣＩ　ｆｏｒｍａｔ１Ｂ）、マルチユ
ーザＭＩＭＯ送信を割り当てる下り割当制御情報のフォーマット（「マルチユーザＭＩＭ
Ｏ割当下りフォーマット」：ＤＣＩ　ｆｏｒｍａｔ１Ｄ）等がある。上り回線割当向けの
フォーマットとしては、シングルアンテナポート送信を割り当てるＤＣＩ　ｆｏｒｍａｔ
　０及び上り空間多重ＭＩＭＯ送信を割り当てるＤＣＩ　ｆｏｒｍａｔ　４がある。ＤＣ
Ｉ　ｆｏｒｍａｔ　４は上り空間多重ＭＩＭＯ送信が設定された端末のみに使用される。
【０００７】
　また、ＤＣＩ　ｆｏｒｍａｔ　０とＤＣＩ　ｆｏｒｍａｔ　１Ａとは、Paddingによっ
て、同一のビット数を取るようにビット数が調整される。ＤＣＩ　ｆｏｒｍａｔ　０及び
ＤＣＩ　ｆｏｒｍａｔ　１Ａは、ＤＣＩ　ｆｏｒｍａｔ　０／１Ａと呼ばれることもある
。ここで、ＤＣＩ　ｆｏｒｍａｔ　１、２、２Ａ、１Ｂ、１Ｄは、端末毎に設定される下
り送信モード（非連続帯域割当、空間多重ＭＩＭＯ送信、ビームフォーミング送信、マル
チユーザＭＩＭＯ送信）に依存して使用されるフォーマットであり、端末毎に設定される
フォーマットである。一方、ＤＣＩ　ｆｏｒｍａｔ　０／１Ａは、送信モードに依存せず
、いずれの送信モードの端末に対しても使用できるフォーマット、つまり、全端末に対し
て共通に使用されるフォーマットである。また、ＤＣＩ　ｆｏｒｍａｔ　０／１Ａが用い
られた場合には、デフォルトの送信モードとして１アンテナ送信または送信ダイバーシチ
が用いられる。
【０００８】
　端末は、ＤＣＩ　ｆｒｏｍａｔ　０／１Ａと、下り回線送信モードに依存するＤＣＩ　
ｆｏｒｍａｔと、を受信する。また、上り空間多重ＭＩＭＯ送信が設定された端末は、そ
れらに加えて、ＤＣＩ　ｆｏｒｍａｔ　４を受信する。
【０００９】
　ここで、A-SRSのトリガ情報の通知に、上り回線のデータ（PUSCH）割当通知に用いられ
る制御情報フォーマットであるＤＣＩ　ｆｒｏｍａｔ　０を用いることが、検討されてい
る。ＤＣＩ　ｆｒｏｍａｔ　０には、RB通知フィールド、MCS通知フィールド、HARQ情報
通知フィールド、送信電力制御コマンド通知フィールド、端末IDフィールドなどの他に、
Ａ－ＳＲＳトリガ通知のためのフィールドも追加される。なお、A-SRSとP-SRSとは、両方
を併用することもできるし、どちらかのみを使うこともできる。また、SRSリソースに関
するパラメータ（送信帯域幅、cyclic shiftなど）は、A-SRSとP-SRSとで独立に設定され
る。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【００１０】
【非特許文献１】3GPP TS 36.211 V8.7.0, “Physical Channels and Modulation (Relea
se 8),” September 2008
【非特許文献２】3GPP TS 36.212 V8.7.0, “Multiplexing and channel coding (Releas
e 8),” September  2008
【非特許文献３】3GPP TS 36.213 V8.7.0, “Physical layer procedures (Release 8),
” September  2008
【非特許文献４】3GPP TSG RAN WG1 meeting, R1-105439, “Views on Signaling for Dy
namic Aperiodic SRS”, October 2010
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　ところで、上記したA-SRSのトリガ情報が１ビットで表される場合、そのトリガ情報に
よって、A-SRS送信要求とA-SRS送信なしとの２状態を通知することができる。この場合、
すべてのSRSリソースパラメータ（帯域幅、Cyclic shift等）は、上位レイヤ制御情報(RR
Cシグナリング)によりsemi-staticに通知される。RRCシグナリングによる通知が頻繁に行
われることは、制御情報のオーバーヘッドの観点、並びに、基地局及び端末の負荷の観点
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から、望ましくない。従って、各端末は、設定(configure)されたSRSリソースパラメータ
を長期間にわたって使用する。
【００１２】
　ここで、A-SRSのトリガ情報が１ビットで表される場合には、各端末はＲＲＣシグナリ
ングにより長期間にわたったあらかじめ設定されているSRSリソースを用いることが前提
となるので、複数の端末に対してトリガ情報を送信するとき、同一SRS送信サブフレーム
において複数の端末から送信されるSRSが衝突する可能性がある。この可能性は、端末数
が多くなるほど高くなる。この衝突を回避するためには、複数の端末のSRS送信タイミン
グをずらす必要がある。すなわち、いずれかの端末のA-SRS送信タイミングを遅延させる
必要がある。従って、A-SRSのトリガ情報が１ビットで表される場合には、A-SRSの遅延に
よって、基地局における周波数スケジューリングの精度が劣化し、MCS選択精度の劣化に
よるシステムスループットの劣化を招く。
【００１３】
　一方、A-SRSのトリガ情報のビット数を増加させることにより、サブフレーム単位でSRS
リソースを設定可能にすることもできる。例えば、A-SRSのトリガ情報が２ビットで表さ
れる場合には、４状態を通知することができる。この４状態とは、例えば、A-SRS送信な
し、cyclic shift 1のA-SRS送信（つまり、SRSリソース１による送信）、cyclic shift 2
のA-SRS送信（つまり、SRSリソース２による送信）、cyclic shift 3のA-SRS送信（つま
り、SRSリソース３による送信）である。この場合、SRSリソースをある程度柔軟に設定で
きるため、端末間でSRSリソースが一致する確率を低減でき、送信されたSRSが衝突する確
率を低減できる。しかしながら、A-SRSのトリガ情報に用いられるビット数が増加するた
め、制御情報のオーバーヘッドが増加してしまう問題がある。
【００１４】
　本発明の目的は、リファレンスシグナルの送信要求に用いるビット数の増加を抑えつつ
、リファレンスシグナル送信に用いられるリソースを柔軟に設定することができる端末装
置、通信方法及び集積回路を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　本発明の一態様の通信装置は、複数のフォーマットのうちの一つで、サウンディング・
リファレンス・シグナル（ＳＲＳ）の送信要求を含む制御情報を受信する受信部と、受信
した前記制御情報のフォーマットから特定されるリソースを用いて、前記ＳＲＳを送信す
る送信部とを有し、前記複数のフォーマットが、それぞれ、前記リソースを特定する異な
るリソース設定番号に対応付けられている。
【００１６】
　本発明の一態様の通信装置は、複数のフォーマットのうちの一つで、サウンディング・
リファレンス・シグナル（ＳＲＳ）の送信要求を含む制御情報を送信する送信部と、前記
制御情報のフォーマットから特定されるリソースを用いて送信された、前記ＳＲＳを受信
する受信部とを有し、前記複数のフォーマットが、それぞれ、前記リソースを特定する異
なるリソース設定番号に対応付けられている。
【００１７】
　本発明の一態様の通信方法は、複数のフォーマットのうちの一つで受信された、サウン
ディング・リファレンス・シグナル（ＳＲＳ）の送信要求を含む制御情報のフォーマット
から、リソースを特定し、特定された前記リソースを用いて、前記ＳＲＳを送信し、前記
複数のフォーマットが、それぞれ、前記リソースを特定する異なるリソース設定番号に対
応付けられている。
【００１８】
　本発明の一態様の通信方法は、複数のフォーマットのうちの一つで、サウンディング・
リファレンス・シグナル（ＳＲＳ）の送信要求を含む制御情報を送信し、前記制御情報の
フォーマットから特定されるリソースを用いて送信された、前記ＳＲＳを受信し、前記複
数のフォーマットは、それぞれ、前記リソースを特定する異なるリソース設定番号に対応
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付けられている。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明によれば、リファレンスシグナルの送信要求に用いるビット数の増加を抑えつつ
、リファレンスシグナル送信に用いられるリソースを柔軟に設定することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本発明の実施の形態１に係る基地局の主要構成図
【図２】本発明の実施の形態１に係る端末の主要構成図
【図３】本発明の実施の形態１に係る基地局の構成を示すブロック図
【図４】本発明の実施の形態１に係る端末の構成を示すブロック図
【図５】A-SRS送信ルールの説明に供する図
【図６】トリガ情報の送信及びＡ－ＳＲＳの送信の説明に供する図
【図７】実施の形態２に係るA-SRS送信ルールの説明に供する図
【図８】A-SRS送信ルールのバリエーションの説明に供する図
【図９】実施の形態５に係るA-SRS送信ルールの説明に供する図
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　以下、本発明の実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。なお、実施の形態
において、同一の構成要素には同一の符号を付し、その説明は重複するので省略する。
【００２２】
　［実施の形態１］
　［通信システムの概要］
　本発明の実施の形態１に係る通信システムは、基地局１００と端末２００とを有する。
基地局１００は、ＬＴＥ－Ａ基地局であり、端末２００は、ＬＴＥ－Ａ端末である。
【００２３】
　図１は、本発明の実施の形態１に係る基地局１００の主要構成図である。基地局１００
において、送信処理部１０４が、複数のフォーマットのうちの一つで、サウンディング・
リファレンス・シグナル（Ａ－ＳＲＳ）の送信要求を含む制御情報を送信し、受信処理部
１０８が、上記送信される制御情報のフォーマットから特定されるリソースを用いて送信
されたＡ－ＳＲＳを受信する。そして、複数のフォーマットは、それぞれ、異なるＳＲＳ
リソース設定番号に、設定部１０１によって対応付けられる。
【００２４】
　図２は、本発明の実施の形態１に係る端末２００の主要構成図である。端末２００にお
いて、受信処理部２０３が、複数のフォーマットのうちの一つで、サウンディング・リフ
ァレンス・シグナル（Ａ－ＳＲＳ）の送信要求を含む制御情報を受信し、送信信号形成部
２０７が、受信された制御情報のフォーマットから特定されるリソースを用いて、Ａ－Ｓ
ＲＳを送信する。そして、複数のフォーマットは、それぞれ、異なるＳＲＳリソース設定
番号に、送信制御部２０６によって対応付けられる。
【００２５】
　以下では、上り回線と下り回線とが周波数分割されるＦＤＤシステムを前提として説明
する。
【００２６】
　［基地局１００の構成］
　図３は、本発明の実施の形態１に係る基地局１００の構成を示すブロック図である。図
３において、基地局１００は、設定部１０１と、符号化・変調部１０２、１０３と、送信
処理部１０４と、送信ＲＦ部１０５と、アンテナ１０６と、受信ＲＦ部１０７と、受信処
理部１０８と、データ受信部１０９と、ＳＲＳ受信部１１０とを有する。
【００２７】
　設定部１０１は、設定対象端末２００に対して、A-SRSの送信要求に用いる制御情報フ
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ォーマット（DCI format）と、その設定対象端末２００がA-SRS送信に用いるリソース（A
-SRSリソース）との対応関係を設定(configure)するための「A-SRS送信ルール設定情報」
を生成する。A-SRS送信ルール設定情報には、複数の制御情報フォーマット(DCI format)
の識別情報と、各制御情報フォーマットの識別情報に対応するA-SRSリソースに関する情
報とが含まれている。このA-SRSリソースは、上述の通り、設定対象端末２００がA-SRSを
マッピングするリソースである。A-SRSリソースに関する情報には、設定対象端末２００
がA-SRSを送信する周波数帯域（またはSRS帯域の開始RB位置）、帯域幅（またはRB数）、
Cyclic shift、送信Comb、アンテナ数、送信回数、周波数ホッピング、Component Carrie
rなどのパラメータが含まれる。すなわち、複数の制御情報フォーマット(DCI format)の
識別情報と、各制御情報フォーマットの識別情報に対応する上記パラメータの組合せとが
、A-SRS送信ルール設定情報によって設定対象端末２００に対して設定される。
【００２８】
　また、設定部１０１は、指示対象端末２００に対して、A-SRSの送信を指示するトリガ
情報（以下、単に「トリガ情報」と呼ばれる）を含む、上り割当制御情報又は下り割当制
御情報を生成する。
【００２９】
　以上のように設定部１０１によって生成されたA-SRS送信ルール設定情報は、RRCレイヤ
の制御情報として、符号化・変調部１０２、送信処理部１０４、及び送信ＲＦ部１０５に
おいて送信処理がなされた後に、設定対象端末２００へ送信される。また、A-SRS送信の
トリガ情報を含む制御情報は、レイヤ１，２の制御情報として、符号化・変調部１０２、
送信処理部１０４、及び送信ＲＦ部１０５において送信処理がなされた後に、設定対象端
末２００へ送信される。ここでは、トリガ情報は、１ビットで表され、ビット０であれば
Ａ－ＳＲＳ送信指示を示し、ビット１であればＡ－ＳＲＳ送信なしの指示を示す。
【００３０】
　ここで、設定部１０１は、トリガ情報を含む制御情報として、リソース（ＲＢ）割当情
報、及び、１つまたは複数のトランスポートブロック（ＴＢ）に対するＭＣＳ情報を含む
、割当制御情報を生成する。割当制御情報には、上り回線データを割り当てる上りリソー
ス（例えば、ＰＵＳＣＨ（Physical Uplink Shared Channel））に関する割当制御情報、
下り回線データを割り当てる下りリソース（例えば、ＰＤＳＣＨ（Physical Downlink Sh
ared Channel））に関する割当制御情報がある。上り回線データを割り当てる割当制御情
報としてＤＣＩ　ｆｏｒｍａｔ　０，４、下り回線データを割り当てる割当制御情報とし
てＤＣＩ　ｆｏｒｍａｔ　１Ａ，１，１Ｂ，１Ｄ，２，２Ａなどがある。
【００３１】
　設定部１０１は、A-SRS送信ルール設定情報を符号化・変調部１０２を介して設定対象
端末２００へ送信すると共に、受信処理部１０８へ出力する。また、設定部１０１は、ト
リガ情報を含む割当制御情報を符号化・変調部１０２を介して設定対象端末２００へ送信
すると共に、送信処理部１０４へ出力する。また、設定部１０１は、トリガ情報を含めた
割当制御情報のフォーマット（ＤＣＩフォーマット）を示す情報を受信処理部１０８へ出
力する。
【００３２】
　ここで、設定情報は、上位レイヤ情報として（つまり、RRCシグナリングによって）、
基地局１００から端末２００へ通知される。一方、割当制御情報及びトリガ情報は、ＰＤ
ＣＣＨ（Physical Downlink Control Channel）によって、基地局１００から端末２００
へ通知される。すなわち、設定情報は通知間隔が比較的長い（つまり、比較的長い間隔を
空けて通知される）のに対して、割当制御情報及びトリガ情報は、通知間隔が短い（つま
り、短い間隔で通知される）。
【００３３】
　符号化・変調部１０２は、設定部１０１から受け取る設定情報、トリガ情報及び割当制
御情報を符号化及び変調し、得られた変調信号を送信処理部１０４へ出力する。
【００３４】
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　符号化・変調部１０３は、入力されるデータ信号を符号化及び変調し、得られた変調信
号を送信処理部１０４へ出力する。
【００３５】
　送信処理部１０４は、符号化・変調部１０２及び符号化・変調部１０３から受け取る変
調信号を、設定部１０１から受け取る下りリソース割当情報の示すリソースにマッピング
することにより、送信信号を形成する。ここで、送信信号がＯＦＤＭ信号である場合には
、変調信号を、設定部１０１から受け取る下りリソース割当情報の示すリソースにマッピ
ングし、逆高速フーリエ変換（ＩＦＦＴ）処理を施して時間波形に変換し、ＣＰ（Cyclic
 Prefix）を付加することにより、ＯＦＤＭ信号が形成される。
【００３６】
　送信ＲＦ部１０５は、送信処理部１０４から受け取る送信信号に対して送信無線処理（
アップコンバート、ディジタルアナログ（Ｄ／Ａ）変換など）を施し、アンテナ１０６を
介して送信する。
【００３７】
　受信ＲＦ部１０７は、アンテナ１０６を介して受信した無線信号に対して受信無線処理
（ダウンコンバート、アナログディジタル（Ａ／Ｄ）変換など）を施し、得られた受信信
号を受信処理部１０８へ出力する。
【００３８】
　受信処理部１０８は、設定部１０１から受け取る上りリソース割当情報に基づいて上り
データ信号及びＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報がマッピングされているリソースを特定し、受信信
号から、特定されたリソースにマッピングされている信号成分を抽出する。
【００３９】
　また、受信処理部１０８は、設定部１０１から受け取るA-SRS送信ルール設定情報、ト
リガ情報、及びＡ－ＳＲＳ送信指示に用いたＤＣＩフォーマットの情報に基づいて、Ａ－
ＳＲＳがマッピングされているリソースを特定し、受信信号から、特定されたリソースに
マッピングされている信号成分を抽出する。具体的には、受信処理部１０８は、トリガ情
報が送信されたサブフレームから４サブフレーム以降で最初の共通ＳＲＳサブフレームに
おいて、上記特定されたリソースでＡ－ＳＲＳを受信する。
【００４０】
　ここで、受信信号が空間多重された（つまり、複数のコードワード（ＣＷ）によって送
信された）信号である場合には、受信処理部１０８は、受信信号をＣＷ毎に分離する。ま
た、受信信号がＯＦＤＭ信号である場合には、受信処理部１０８は、抽出された信号成分
に対してＩＤＦＴ（Inverse Discrete Fourier Transform）処理を施すことにより、時間
領域信号に変換する。
【００４１】
　こうして受信処理部１０８によって抽出された上りデータ信号及びＡＣＫ／ＮＡＣＫ情
報は、データ受信部１０９へ出力され、Ａ－ＳＲＳ信号は、ＳＲＳ受信部１１０へ出力さ
れる。
【００４２】
　データ受信部１０９は、受信処理部１０８から受け取る信号を復号する。これにより、
上り回線データ及びＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報が得られる。
【００４３】
　ＳＲＳ受信部１１０は、受信処理部１０８から受け取るＡ－ＳＲＳ信号に基づいて、各
周波数リソースの受信品質を測定し、受信品質情報を出力する。ここで、異なる端末２０
０から送信される複数のＡ－ＳＲＳ信号が直交系列などによって符号多重される場合には
、ＳＲＳ受信部１１０は、符号多重された複数のＡ－ＳＲＳ信号の分離処理も行う。
【００４４】
　［端末２００の構成］
　図４は、本発明の実施の形態１に係る端末２００の構成を示すブロック図である。ここ
では、端末２００は、ＬＴＥ－Ａ端末である。



(9) JP 5389271 B2 2014.1.15

10

20

30

40

50

【００４５】
　図４において、端末２００は、アンテナ２０１と、受信ＲＦ部２０２と、受信処理部２
０３と、リファレンス信号生成部２０４と、データ信号生成部２０５と、送信制御部２０
６と、送信信号形成部２０７と、送信ＲＦ部２０８とを有する。
【００４６】
　受信ＲＦ部２０２は、アンテナ２０１を介して受信した無線信号に対して受信無線処理
（ダウンコンバート、アナログディジタル（Ａ／Ｄ）変換など）を施し、得られた受信信
号を受信処理部２０３へ出力する。
【００４７】
　受信処理部２０３は、受信信号に含まれる設定情報、割当制御情報、トリガ情報、及び
データ信号を抽出する。受信処理部２０３は、設定情報、割当制御情報、及びトリガ情報
を送信制御部２０６へ出力する。また、受信処理部２０３は、トリガ情報が含まれていた
ＤＣＩのフォーマット識別情報を送信制御部２０６へ出力する。また、受信処理部２０３
は、抽出されたデータ信号に対しては誤り検出処理を行い、誤り検出結果に応じたＡＣＫ
／ＮＡＣＫ情報をデータ信号生成部２０５へ出力する。
【００４８】
　リファレンス信号生成部２０４は、送信制御部２０６から生成指示を受け取ると、リフ
ァレンス信号を生成し、送信信号形成部２０７へ出力する。
【００４９】
　データ信号生成部２０５は、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報及び送信データを入力とし、送信制
御部２０６から受け取るＭＣＳ情報に基づいてＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報及び送信データを符
号化及び変調することにより、データ信号を生成する。Non-MIMO送信の場合には、１つの
コードワード（ＣＷ）でデータ信号が生成され、MIMO送信の場合には、２つのコードワー
ドでデータ信号が生成される。なお、受信信号がＯＦＤＭ信号の場合には、データ信号生
成部２０５は、ＣＰ除去処理、ＦＦＴ処理も行う。
【００５０】
　送信制御部２０６は、自端末がＡ－ＳＲＳ信号をマッピングするリソースを設定する。
具体的には、送信制御部２０６は、受信処理部２０３から受け取る設定情報（A-SRS送信
ルール設定情報）と、トリガ情報が含まれていたＤＣＩのフォーマット識別情報とに基づ
いて、リソースを特定する。このＳＲＳマッピングリソースの特定については、後に詳し
く説明する。
【００５１】
　また、送信制御部２０６は、Ａ－ＳＲＳの送信サブフレームとして、トリガ情報を含む
割当制御情報が送信されたサブフレームから４サブフレーム後の最初の共通ＳＲＳサブフ
レームを設定する。また、送信制御部２０６は、トリガ情報を受け取ると、リファレンス
信号生成部２０４へ生成指示を出力すると共に、上記特定したＳＲＳリソースに関する情
報を送信信号形成部２０７へ出力する。
【００５２】
　また、送信制御部２０６は、受信処理部２０３から受け取る割当制御情報に基づいて、
データ信号をマッピングする「データマッピングリソース」を特定し、データマッピング
リソースに関する情報（以下、「データマッピングリソース情報」と呼ばれることがある
）を送信信号形成部２０７へ出力すると共に、割当制御情報に含まれるＭＣＳ情報をデー
タ信号生成部２０５へ出力する。
【００５３】
　送信信号形成部２０７は、リファレンス信号生成部２０４から受け取るＡ－ＳＲＳ信号
をＳＲＳマッピングリソースにマッピングする。また、送信信号形成部２０７は、データ
信号生成部２０５から受け取るデータ信号をデータマッピングリソース情報の示すデータ
マッピングリソースにマッピングする。こうして送信信号が形成される。なお、Non-MIMO
送信の場合には、１コードワードのデータ信号が１レイヤに割り当てられ、MIMO送信の場
合には、２コードワードのデータ信号が複数のレイヤに割り当てられる。また、送信信号
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がＯＦＤＭ信号の場合には、送信信号形成部２０７は、データ信号をＤＦＴ（Discrete F
ourier transform）処理した後に、データマッピングリソースにマッピングする。また、
形成された送信信号に対してＣＰが付加される。
【００５４】
　送信ＲＦ部２０８は、送信信号形成部２０７で形成された送信信号に対して送信無線処
理（アップコンバート、ディジタルアナログ（Ｄ／Ａ）変換など）を施してアンテナ２０
１を介して送信する。
【００５５】
　［基地局１００及び端末２００の動作］
　以上の構成を有する基地局１００及び端末２００の動作について説明する。ここでは、
基地局１００が、上りリソース割当制御情報のフォーマットとしてＤＣＩ　ｆｏｒｍａｔ
　０を用いる一方、下りリソース割当制御情報のフォーマットとしてＤＣＩ　ｆｏｒｍａ
ｔ　１Ａを用いる場合について説明する。
【００５６】
　基地局１００において、設定部１０１は、設定対象端末２００に対して、A-SRS送信ル
ール設定情報を設定する。A-SRS送信ルール設定情報では、複数の制御情報フォーマット(
DCI format)の識別情報と、各制御情報フォーマットの識別情報に対応するA-SRSリソース
を規定するリソース設定番号が対応づけられている。ここでは、複数の制御情報フォーマ
ットとしてＤＣＩ　ｆｏｒｍａｔ　０及びＤＣＩ　ｆｏｒｍａｔ　１Ａを想定しているの
で、A-SRS送信ルールは、例えば、図５に示すテーブルで表すことができる。図５におい
て、ＤＣＩ　ｆｏｒｍａｔ　０に対応付けられている第１のＳＲＳリースと、ＤＣＩ　ｆ
ｏｒｍａｔ　１Ａに対応付けられている第２のＳＲＳリソースとでは、リソースを特定す
るパラメータ群の内、cyclic shiftのみが異なっている。具体的には、第１のＳＲＳリー
スを規定するリソース設定番号（SRS resource configuration 1）ではcyclic shift 0が
設定されているのに対して、第２のＳＲＳリースを規定するリソース設定番号（SRS reso
urce configuration 2）ではcyclic shift 6が設定されている。なお、ここでは、第１の
ＳＲＳリースと第２のＳＲＳリースとで、cyclic shiftを異ならせているが、これに限定
されるものではなく、例えば、Comb番号のみを異ならせても良いし、Cyclic shift及びCo
mbの両方を異ならせても良い。また、第１のＳＲＳリースと第２のＳＲＳリースとで、帯
域幅を異ならせても良い。A-SRS送信ルール設定情報は、RRCシグナリングによって、基地
局１００から端末２００へ通知される。例えば、“Sounding RS-UL-Config”メッセージ
に含められて、A-SRS送信ルール設定情報は通知される。
【００５７】
　図６は、トリガ情報の送信及びＡ－ＳＲＳの送信の説明に供する図である。図６では、
共通ＳＲＳリソースが配置される周期として、１０ｍｓ（つまり、１０サブフレーム）の
周期が設定されている。共通ＳＲＳリソースの配置周期が短いと、ＳＲＳを頻繁に送信さ
せることができる一方で、データ送信リソースが低減（つまり、オーバーヘッド増加）す
ることになるので、スループットの劣化を招く。このため、共通ＳＲＳリソースの配置周
期は、通常、ある程度長い周期で設定される。
【００５８】
　ここで、Ａ－ＳＲＳの使用により適した状況（例えば、上り回線において大容量のビデ
オデータを短期間にアップロードするような場合）においても、上り回線データに対する
ＴＣＰ－ＡＣＫ等が下り回線において発生する。このため、共通ＳＲＳリソースの配置周
期である１０ｍｓ内に、上りリソース割当制御情報及び下りリソース割当制御情報の両方
が基地局１００から端末２００へ送信される可能性が高い。上り回線の送信データがある
場合には、ＤＣＩ　ｆｏｒｍａｔ　０の上りリソース割当制御情報が送信され、下り回線
の送信データがある場合には、ＤＣＩ　ｆｏｒｍａｔ　１Ａの下りリソース割当情報が送
信される。図６では、便宜上、上りリソース割当制御情報と下りリソース割当情報とが異
なるサブフレームで送信されるように図示されているが、上りリソース割当制御情報と下
りリソース割当情報とを同じサブフレームで送信することも可能である。
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【００５９】
　従って、基地局１００は、共通ＳＲＳリソースの配置周期である１０ｍｓの期間内で、
いずれかの割当制御情報（下りリソース割当制御情報又は上りリソース割当制御情報）に
トリガ情報を含めて端末２００へ送信することにより、その送信タイミング以降で最初の
共通ＳＲＳサブフレームにおいて、端末２００にＡ－ＳＲＳを送信させることができる。
【００６０】
　端末２００において、送信制御部２０６は、A-SRS送信ルール設定情報と、トリガ情報
が含まれていたＤＣＩのフォーマット識別情報とに基づいて、ＳＲＳマッピングリソース
を特定する。A-SRS送信ルール設定情報は、基地局１００から予め通知され、基地局１０
０と端末２００との間で共有される。
【００６１】
　図５で示されるA-SRS送信ルール設定情報が基地局１００から端末２００へ通知された
場合には、ＤＣＩのフォーマット識別情報がＤＣＩ　ｆｏｒｍａｔ　０を示すときには、
上記したSRS resource configuration 1で規定される第１のＳＲＳリソースにＡ－ＳＲＳ
がマッピングされ、ＤＣＩのフォーマット識別情報がＤＣＩ　ｆｏｒｍａｔ　１Ａを示す
ときには、上記したSRS resource configuration 2で規定される第２のＳＲＳリソースに
Ａ－ＳＲＳがマッピングされる。
【００６２】
　以上のように本実施の形態によれば、基地局１００は、複数の端末２００に対してA-SR
S送信をトリガする場合又はPeriodic SRSが他の端末によって送信される場合に、トリガ
情報を含める割当制御情報のフォーマット（DCI format）を適切に選択する。これにより
、各端末２００で用いられるＡ－ＳＲＳリソースを柔軟に設定できる。すなわち、リファ
レンス信号送信のトリガ情報に用いるビット数の増加を抑えつつ、リファレンス信号送信
に用いられるリソースを柔軟に設定することができる。この結果、端末間でSRSリソース
の衝突を極力避けることができると共に、SRS遅延によるスループット劣化を防ぐことが
できる。
【００６３】
　また、上りリソース割当制御情報及び下りリソース割当制御情報の両方をトリガ情報を
含める対象とすることにより、上り回線データ割当時及び下り回線データ割当時の両方が
トリガ情報を通知する機会となる。従って、どちらのデータ割当時にA-SRS送信指示を通
知するかを適切に選択することにより、柔軟にA-SRSリソースの制御が可能となり、A-SRS
リソースの衝突確率を低減できる。
【００６４】
　なお、下り回線のＤＣＩ　ｆｏｒｍａｔとして、ＤＣＩ　ｆｏｒｍａｔ　１Ａ以外の他
のＤＣＩ　ｆｏｒｍａｔが用いられても、上記と同様の効果が得られる。また、ＤＣＩ　
ｆｏｒｍａｔ　０／１Ａとその他とで別のＳＲＳリソースを設定するようにしてもよい。
【００６５】
　一方で、上り回線データが短期間でバースト的に発生しA-SRSを集中して送信させるよ
うな場合には、下り回線データはTCP-ACKなどのサイズの小さいデータであることが多い
。このため、その割当通知にはより連続VRB（またはRB）割当に限定され制御情報サイズ
の小さいＤＣＩ　ｆｏｒｍａｔ　１Ａによる割当が適する。このため、同一サイズに調整
されるＤＣＩ　ｆｏｒｍａｔ　０及びＤＣＩ　ｆｏｒｍａｔ　１Ａのみに限定してA-SRS
トリガ情報通知を行い、他のDCI formatにはトリガ情報を追加しないようにすることによ
り、オーバーヘッドを低減できる。
【００６６】
　［実施の形態２］
　実施の形態２は、A-SRSのトリガ情報が複数ビットで表される場合に関する。
【００６７】
　図７には、A-SRSのトリガ情報が２ビットで表される場合のA-SRS送信ルール設定情報が
示されている。このA-SRS送信ルール設定情報でも、複数の制御情報フォーマット(DCI fo
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rmat)の識別情報と、各制御情報フォーマットの識別情報に対応するA-SRSリソースに関す
る情報とが対応付けられている。ここでは、複数ビットのとる値の組合せによって、４つ
の組合せが存在する。従って、このA-SRS送信ルール設定情報では、各制御情報フォーマ
ットの識別情報について、４つの組合せにそれぞれ対応する４つのＳＲＳリソースが対応
付けられている。そして、ビットの値の組合せと、各組合せに対応づけられるＳＲＳリソ
ースとの対応関係は、制御情報フォーマット間で、少なくともその一部で異なっている。
図７では、その４つのＳＲＳリソースは、ビット組合せ００に対応するＳＲＳリソース（
つまり、SRSリソースなし）、ビット組合せ０１に対応するＳＲＳリソース（つまり、SRS
リソース１による送信）、ビット組合せ１０に対応するＳＲＳリソース（つまり、SRSリ
ソース２による送信）、ビット組合せ１１に対応するＳＲＳリソース（つまり、SRSリソ
ース３による送信）である。図７では、特に、ＤＣＩ　ｆｏｒｍａｔ　０とＤＣＩ　ｆｏ
ｒｍａｔ　１Ａとの間で、ビット組合せ００以外のビット組合せでは、対応するＳＲＳリ
ソースが互いに異なっている。こうしてA-SRSのトリガ情報が２ビットで表すことにより
、ＳＲＳリソース割当における選択肢を６つに増やすことができるので、端末間のA-SRS
リソースの衝突確率を低減することができる。
【００６８】
　図８には、A-SRS送信ルール設定情報のバリエーションが示されている。図８において
も、ビットの値の組合せと、各組合せに対応づけられるＳＲＳリソースとの対応関係は、
制御情報フォーマット間で、少なくともその一部で異なっている。そして、この異なる一
部のビットの値の組合せに対応するＳＲＳリソースのみを、基地局１００が設定対象端末
２００に対して、個別に設定するようにしても良い。この場合、A-SRSトリガ情報として
通知できるＳＲＳリソースの候補数を増やしすぎることがないため、端末２００の複雑さ
及び設計時のテスト工数を低減できる。
【００６９】
　［実施の形態３］
　実施の形態３では、通信システムに所謂Carrier aggregationが適用される場合に関す
る。
【００７０】
　ＬＴＥ－Ａシステムにおいては、ＬＴＥシステムにおける伝送速度の数倍もの超高速伝
送速度による通信、及び、ＬＴＥシステムに対する後方互換性（バックワードコンパチビ
リティー：Backward Compatibility）を同時に実現するために、ＬＴＥ－Ａシステム向け
の帯域が、ＬＴＥシステムのサポート帯域幅である２０ＭＨｚ以下の「単位バンド」に区
切られる。すなわち、「単位バンド」は、ここでは、最大２０ＭＨｚの幅を持つ帯域であ
って、通信帯域の基本単位として定義される。さらに、下り回線における「単位バンド」
（以下、「下り単位バンド」という）は基地局から報知されるＢＣＨの中の下り周波数帯
域情報によって区切られた帯域、又は、下り制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）が周波数領域に
分散配置される場合の分散幅によって定義される帯域として定義されることもある。また
、上り回線における「単位バンド」（以下、「上り単位バンド」という）は、基地局から
報知されるＢＣＨの中の上り周波数帯域情報によって区切られた帯域、又は、中心付近に
ＰＵＳＣＨ(Physical Uplink Shared CHannel)領域を含み、両端部にＬＴＥ向けのＰＵＣ
ＣＨを含む２０ＭＨｚ以下の通信帯域の基本単位として定義されることもある。また、「
単位バンド」は、３ＧＰＰ　ＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄにおいて、英語でＣｏｍｐｏｎｅ
ｎｔ　Ｃａｒｒｉｅｒ（ｓ）又はＣｅｌｌ（ｓ）と表記されることがある。そして、ＬＴ
Ｅ－Ａシステムでは、その単位バンドを幾つか束ねた帯域を用いた通信、所謂Carrier ag
gregationがサポートされる。
【００７１】
　通信システムに所謂Carrier aggregationが適用される場合には、ＳＲＳリソースを規
定するパラメータとして、Ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ　Ｃａｒｒｉｅｒ（ＣＣ）の識別情報を含
めることができる。すなわち、A-SRS送信ルール設定情報では、複数の制御情報フォーマ
ット(DCI format)の識別情報と、各制御情報フォーマットの識別情報に対応するＣＣ識別
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情報とを対応づけることができる。
【００７２】
　例えば、ＤＣＩ　ｆｏｒｍａｔ　０には、上りリソース割当制御情報が送信されるＣＣ
（つまり、上りリソース割当制御情報が割当対象としている上り回線のＣＣ）におけるＳ
ＲＳリソースを対応付ける一方、ＤＣＩ　ｆｏｒｍａｔ　１Ａには、下りリソース割当制
御情報が送信されるＣＣ（つまり、下りリソース割当制御情報が割当対象としている下り
回線のＣＣ）以外のＣＣにおけるＳＲＳリソースを対応付けることができる。
【００７３】
　この場合、ＤＣＩ　ｆｏｒｍａｔ　１Ａに対応付けられるＣＣ識別情報については、基
地局１００が設定対象端末２００に対して予め設定すると共にRRCシグナリングによって
通知しておく。これにより、リファレンス信号送信のトリガ情報に用いるビット数の増加
を抑えつつ、リファレンス信号送信に用いられるリソースを柔軟に設定することができる
。
【００７４】
　また、上記例では、リソース割当制御情報が送信されるＣＣと、そのリソース割当制御
情報の割当対象ＣＣとが一致することを前提としている。しかしながら、これに限定され
るものではなく、リソース割当制御情報が送信される第１のＣＣと、リソース割当制御情
報の割当対象ＣＣとして第１のＣＣと異なる第２のＣＣとが対応付けられていても良い。
この場合には、上りリソース割当制御情報が送信される下りＣＣと対応づけられた上りＣ
ＣにおけるＳＲＳリソースを対応付ける一方、ＤＣＩ　ｆｏｒｍａｔ　１Ａには、下りリ
ソース割当制御情報が送信される下りＣＣと対応づけられた上りＣＣ以外の上りＣＣにお
けるＳＲＳリソースを対応付けることができる。
【００７５】
　なお、ＤＣＩ　ｆｏｒｍａｔ　０及びＤＣＩ　ｆｏｒｍａｔ　１Ａのそれぞれに対応付
けられるＣＣ識別情報については、基地局１００が設定対象端末２００に対して予め設定
すると共にRRCシグナリングによって通知しても良い。
【００７６】
　また、Carrier aggregationにおいては、任意の端末に対して、複数のＣＣから構成さ
れるＣＣセットが設定(configure)される。そして、送信データ量が少ない場合には、そ
のＣＣセットにおける一部のＣＣを一時的にdeactivateすることができる。ＣＣをdeacti
vateする場合、基地局１００は端末２００に対してＭＡＣシグナリングにより通知する。
ここで、DeactivateされたＣＣにおいても、そのＣＣの伝搬路状況を基地局１００が知る
ために、端末２００にSRSを送信させる必要がある。しかし、DeactivateされたＣＣでは
、端末２００は、PDCCH（つまり、DCI）を受信しない。このため、リソース割当制御情報
が送信されるＣＣと、そのリソース割当制御情報の割当対象ＣＣとが一致することを前提
とする場合、deactivateされたＣＣにおけるA-SRS送信をトリガすることができない。そ
こで、ＤＣＩ　ｆｏｒｍａｔ　０には、activateされており且つリソース割当制御情報が
送信されるＣＣにおけるＳＲＳリソースを対応付ける一方、ＤＣＩ　ｆｏｒｍａｔ　１Ａ
には、activateされており且つ下りリソース割当制御情報が送信されるＣＣ（つまり、下
りリソース割当制御情報が割当対象としている下り回線のＣＣ）以外のdeactivateされて
いるＣＣにおけるＳＲＳリソースを対応付けることができる。
【００７７】
　［実施の形態４］
　実施の形態４では、送信すべき下り回線データが無いサブフレームにおいても下りリソ
ース割当制御情報（ＤＣＩ　ｆｏｒｍａｔ　１Ａ）を送信し、この下りリソース割当制御
情報にトリガ情報を含めて送信する。この技術は、実施の形態１乃至３及び後述する実施
の形態４に対しても適用することができる。
【００７８】
　送信すべき下り回線データが無いサブフレームにおいて送信される下りリソース割当制
御情報（ＤＣＩ　ｆｏｒｍａｔ　１Ａ）では、下りリソース割当制御情報に通常含まれる
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所定のパラメータの値を所定の値とし、且つ、ＳＲＳ送信指示を示すトリガ情報を含める
。この下りリソース割当制御情報を受信する端末２００は、所定のパラメータの値が所定
値であり、且つ、ＳＲＳ送信指示を示すトリガ情報が含まれている場合に、その下りリソ
ース割当制御情報を、ＳＲＳ送信のトリガのみを意味する制御情報であると認識すること
ができる。所定のパラメータとその値の組合せとしては、例えば、設定ＲＢ数パラメータ
と、その最大数又は所定の閾値以上の数とすることができる。
【００７９】
　こうすることによる効果を以下で説明する。
【００８０】
　下り回線の送信データが少ない場合には、下りリソース割当制御情報（ＤＣＩ　ｆｏｒ
ｍａｔ　１Ａ）での割当通知機会が少なくなり、最も近いSRSサブフレームまでに、下り
リソース割当制御情報（ＤＣＩ　ｆｏｒｍａｔ　１Ａ）での割当通知機会がない場合があ
る。そこで、下りリソース割当制御情報に通常含まれる所定のパラメータの値を所定の値
とし、且つ、トリガ情報を含めた下りリソース割当制御情報（ＤＣＩ　ｆｏｒｍａｔ　１
Ａ）を送信できるようにすることにより、下り回線データがない場合でも、基地局２００
は、トリガ情報を含める割当制御情報のフォーマット（DCI format）を適切に選択するこ
とができる。これにより、各端末２００で用いられるＡ－ＳＲＳリソースを柔軟に設定で
きる。すなわち、リファレンス信号送信のトリガ情報に用いるビット数の増加を抑えつつ
、リファレンス信号送信に用いられるリソースを柔軟に設定することができる。この結果
、端末間でSRSリソースの衝突を極力避けることができると共に、SRS遅延によるスループ
ット劣化を防ぐことができる。
【００８１】
　また、A-SRSは、上り回線の大容量データ(ビデオデータのアップロード等)がバースト
的に発生した場合に用いられることが多い。このため、下り回線データとしてはTCP-ACK
等が多く、そのデータサイズは小さい。従って、下りリソース割当制御情報（ＤＣＩ　ｆ
ｏｒｍａｔ　１Ａ）で多くのＲＢ数を割り当てる機会は少ない。従って、上記のように、
所定のパラメータとその値の組合せを、設定ＲＢ数パラメータと、その最大数又は所定の
閾値以上の数としても、実際上、下り回線のＲＢ割当の柔軟性に与える影響は少ない。
【００８２】
　また、上りリソース割当制御情報（ＤＣＩ　ｆｏｒｍａｔ　０）でも同様に、上りリソ
ース割当制御情報に通常含まれる所定のパラメータの値を所定の値とし、且つ、トリガ情
報を含めることにより、A-SRSトリガのみを通知できるようにすることもできる。しかし
、A-SRS送信をトリガするような状況では、通常、上り回線データは存在する。このため
、上り回線データ割当を行わないことは稀である。従って、下りリソース割当制御情報（
ＤＣＩ　ｆｏｒｍａｔ　１Ａ）にのみ、データのリソース割当を通知せず且つトリガのみ
を通知できる機能を持たせることにより、基地局１００及び端末２００の簡易化、並びに
、設計のテスト工数の低減を実現することができる。
【００８３】
　なお、下りリソース割当制御情報（ＤＣＩ　ｆｏｒｍａｔ　１Ａ）において無効な割当
が通知された場合（例えば、システム帯域幅以上のRB数）には、A-SRSトリガのみを通知
しても良い。すなわち、所定のパラメータとその値の組合せを、所定のパラメータとその
パラメータではとり得ない値の組合せとしても良い。また、所定のパラメータとその値の
組合せとしては、MCSレベルパラメータと、その最大値又は所定閾値以上の値としても良
い。また、２ビット以上のSRSトリガ情報が用いられる場合には、そのうちの１状態（例
えば、１１）をA-SRSトリガのみと対応づけるようにしてもよい。
【００８４】
　また、下りリソース割当制御情報（ＤＣＩ　ｆｏｒｍａｔ　１Ａ）がデータのリソース
割当を示さず且つA-SRS送信のトリガのみを示す場合、SRSトリガ情報以外のDCI内の情報
を全て無視しても良いし、下りデータ割当に無関係なフィールド（例えば、上り制御チャ
ネル送信電力制御情報等）は有効なフィールドとしても良い。
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【００８５】
　［実施の形態５］
　実施の形態５では、上り回線にＭＩＭＯを適用可能な場合に関する。
【００８６】
　図９には、上り回線にＭＩＭＯを適用可能な場合のA-SRS送信ルール設定情報が示され
ている。このA-SRS送信ルール設定情報でも、複数の制御情報フォーマット(DCI format)
の識別情報と、各制御情報フォーマットの識別情報に対応するA-SRSリソースに関する情
報とが対応付けられている。ただし、ここでは、複数の制御情報フォーマット(DCI forma
t)の識別情報と、各制御情報フォーマットの識別情報に対応するＭＩＭＯ（又は非ＭＩＭ
Ｏ）送信方法とが対応づけられている。具体的には、図９では、ＤＣＩ　ｆｏｒｍａｔ　
０には、１アンテナのA-SRS送信が対応づけられ、ＤＣＩ　ｆｏｒｍａｔ　１Ａ及びＤＣ
Ｉ　ｆｏｒｍａｔ　４には、データ送信に設定されたアンテナ数分のA-SRS送信（つまり
、ＭＩＭＯによるA-SRS送信）が対応付けられている。
【００８７】
　上り回線ＭＩＭＯ送信の送信モードが設定された端末２００に対しても、Fallback送信
として、基地局１００は、端末２００に１アンテナ送信を通知する場合がある。例えば、
伝搬路品質の急激な劣化によりＭＩＭＯ送信での誤り率劣化が予想される場合などにであ
る。この場合に備えて、１アンテナによるA-SRS送信をトリガできるように、ＤＣＩ　ｆ
ｏｒｍａｔ　０には、常に、１アンテナのA-SRS送信を対応付ける。また、基地局１００
がＭＩＭＯ送信向けの複数アンテナ分の受信品質測定ができるように、ＤＣＩ　ｆｏｒｍ
ａｔ　４には、ＭＩＭＯ送信モードとして設定した端末２００における送信アンテナ数分
のA-SRS送信を対応付ける。ＤＣＩ　ｆｏｒｍａｔ　１Ａには、ＭＩＭＯ送信モードとし
て設定した端末２００における送信アンテナ数分のA-SRSを対応付ける。これは、複数ア
ンテナ分のA-SRS送信時の方が、１アンテナ分のA-SRS送信時よりも、他の端末との間でSR
Sリソースが衝突する可能性が高いので、１アンテナ送信モードよりもＭＩＭＯ送信モー
ドの方に、SRSリソース割り当ての自由度を持たせるためである。これにより、より大き
な衝突確率低減効果を得ることができる。
【００８８】
　このように、送信モードとして上り回線ＭＩＭＯ送信が設定された端末２００に対して
も、リファレンス信号送信のトリガ情報に用いるビット数の増加を抑えつつ、１アンテナ
のA-SRS送信及び複数アンテナのA-SRS送信のどちらについてもトリガすることができる。
また、複数アンテナのA-SRS送信向けのSRSリソースを、より多くのＤＣＩ　ｆｏｒｍａｔ
に対応付けることにより、衝突確率低減効果をより向上できる。
【００８９】
　［他の実施の形態］
　（１）上記各実施の形態において、SRSリソースを規定するパラメータには、cyclic sh
ift、comb、RB数(または帯域幅)、RB位置（または周波数上のSRS帯域開始位置）、周波数
ホッピングパタン、アンテナ数などが含まれる。ここで、Combとは、シングルキャリア信
号を繰り返し送信することにより生じる周波数軸上で櫛の歯状の送信波形（例えば、偶数
サブキャリアのみを信号成分に持つような波形）をした、信号における信号パタンのこと
を示す。例えば、シングルキャリア信号を２回繰り返し送信する場合には、２サブキャリ
ア置きの波形となるため、Comb番号０は、偶数番目のサブキャリアを示し、Comb番号１は
、奇数番目のサブキャリアを示す。また、Combは繰り返し数と呼ばれることもある。
【００９０】
　（２）上記各実施の形態において、通信システムにCarrier aggregationが適用される
場合には、SRSリソースを規定するパラメータに、Component Carrierに関する情報が含ま
れても良い。Component Carrierは、Cellと呼ばれる。また、端末毎に、ＣＣセットが設
定され、ＣＣセットには、１つのPrimary Cell(PCell)と、１つ又は複数のSecondary Cel
l(SCell)が含まれる。この場合、A-SRS送信ルール設定情報において、ＤＣＩ　ｆｏｒｍ
ａｔ　０には、PCellのA-SRS送信を対応づける一方、ＤＣＩ　ｆｏｒｍａｔ　１Ａには、
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SCellのA-SRSトリガ送信を対応付けても良い。
【００９１】
　（３）上記各実施の形態において、SRS resource configurationの基本構成パラメータ
として、帯域開始位置、帯域幅、Cyclic shift、Comb番号としたが、これに限定されるも
のではなく、これら以外のパラメータを、SRSリソースの基本構成パラメータに含めても
良い。これらの基本構成パラメータのすべて，つまりSRS resource configuration自体を
DCI formatごとに対応付けてもよいし、基本構成パラメータの一部のみをDCI formatごと
に対応付けてもよい。
【００９２】
　（４）上記各実施の形態において、複数のＤＣＩ　ｆｏｒｍａｔで同時にSRS送信指示
をトリガされる場合に用いられるA-SRSリソースが、別途設定されてもよい。これにより
、さらに柔軟なSRSリソースの割り当てが可能である。一方で、ＤＣＩの受信誤り率が悪
い場合には、ＰＤＣＣＨの受信誤りが起こり、ＤＣＩが検出できなかった場合には、誤っ
たSRSリソースでA-SRSが送信されることになる。このため、ＰＤＣＣＨの誤りが起こる可
能性があるようなシステムにおいて、端末２００は、１つのサブフレームにて複数のＤＣ
Ｉ　ｆｏｒｍａｔによってSRS送信指示を示すSRSトリガ情報を受信した場合には、それら
のＤＣＩを無効であるものとして扱うようにしてもよい。これにより、端末２００が誤っ
てSRS送信することを防止できる。
【００９３】
　（５）上記各実施の形態において、基地局１００が、端末２００ごとに、ＤＣＩにSRS
トリガ情報を入れるかどうかを設定し、設定結果を各端末２００にRRCシグナリングによ
って通知しても良い。A-SRSを使用しないような端末２００（例えば音声通信のみ）又はA
-SRSを使用しないようなアプリケーションを用いている状況の端末２００に対して送信す
るＤＣＩのビット数を低減できるため、オーバーヘッドを低減することができる。また、
基地局１００が、SRSトリガ情報のビット数を設定し、設定結果を端末２００にRRCシグナ
リングによって通知するようにしても良い。
【００９４】
　（６）上記各実施の形態では、端末２００がA-SRSを共通SRSサブフレームで送信するよ
うにしたが、これに限定されるものではなく、A-SRSを個別SRSサブフレームで送信するよ
うにしても良い。
【００９５】
　（７）上記のSRSリソースのパラメータの他にSRSの送信電力に関する情報もＤＣＩ　ｆ
ｏｒｍａｔごとに対応関係を設定するようにしてもよい。例えば、セル間で協調して干渉
制御を行っているシステムにおいて、他セルに与える干渉を少なくしたいサブフレームで
は、低い送信電力設定が対応づけられたＤＣＩ　ｆｏｒｍａｔによりA-SRSをトリガし、
他セルに与える干渉が多くてもよいサブフレームでは、低い送信電力設定が対応づけられ
たＤＣＩ　ｆｏｒｍａｔによりA-SRSをトリガする。これにより、制御情報を増やすこと
なくＡ－ＳＲＳの送信電力を柔軟に設定できる。
【００９６】
　（８）端末２００から送信されるSRSは、基地局１００による伝搬路状態の推定、上り
回線のMCS設定、周波数スケジューリング、各アンテナのウェイト（指向性）制御に用い
られる以外に、下り回線のアンテナのウェイト（またはプリコーディング）制御などに用
いられてもよい。この場合、異なるＤＣＩ　ｆｏｒｍａｔに対して、上り回線のMCS設定
、周波数スケジューリング、及びアンテナウェイト制御のためのSRSリソースと、下り回
線のアンテナウェイト制御向けのSRSリソースとを設定することにより、通知ビットを増
やさずにそれぞれの用途に応じたA-SRSをトリガするとこができる。
【００９７】
　（９）上記各実施の形態ではアンテナとして説明したが、本発明はアンテナポート（an
tenna port）でも同様に適用できる。
【００９８】
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　アンテナポートとは、１本又は複数の物理アンテナから構成される、論理的なアンテナ
を指す。すなわち、アンテナポートは必ずしも１本の物理アンテナを指すとは限らず、複
数のアンテナから構成されるアレイアンテナ等を指すことがある。
【００９９】
　例えば3GPP LTEにおいては、アンテナポートが何本の物理アンテナから構成されるかは
規定されず、基地局が異なる参照信号（Reference signal）を送信できる最小単位として
規定されている。
【０１００】
　また、アンテナポートはプリコーディングベクトル（Precoding vector）の重み付けを
乗算する最小単位として規定されることもある。
【０１０１】
　（１０）上記各実施の形態では、本発明をハードウェアで構成する場合を例にとって説
明したが、本発明はハードウェアとの連携においてソフトウェアでも実現することも可能
である。
【０１０２】
　また、上記各実施の形態の説明に用いた各機能ブロックは、典型的には集積回路である
ＬＳＩとして実現される。これらは個別に１チップ化されてもよいし、一部または全てを
含むように１チップ化されてもよい。ここでは、ＬＳＩとしたが、集積度の違いにより、
ＩＣ、システムＬＳＩ、スーパーＬＳＩ、ウルトラＬＳＩと呼称されることもある。
【０１０３】
　また、集積回路化の手法はＬＳＩに限るものではなく、専用回路または汎用プロセッサ
で実現してもよい。ＬＳＩ製造後に、プログラムすることが可能なＦＰＧＡ（Field Prog
rammable Gate Array）や、ＬＳＩ内部の回路セルの接続や設定を再構成可能なリコンフ
ィギュラブル・プロセッサーを利用してもよい。
【０１０４】
　さらには、半導体技術の進歩または派生する別技術によりＬＳＩに置き換わる集積回路
化の技術が登場すれば、当然、その技術を用いて機能ブロックの集積化を行ってもよい。
バイオ技術の適用等が可能性としてありえる。
【０１０５】
　２０１０年１０月１２日出願の特願２０１０－２２９９０５の日本出願に含まれる明細
書、図面および要約書の開示内容は、すべて本願に援用される。
【産業上の利用可能性】
【０１０６】
　本発明の通信装置及び通信方法は、リファレンスシグナルの送信要求に用いるビット数
の増加を抑えつつ、リファレンスシグナル送信に用いられるリソースを柔軟に設定するこ
とができるものとして有用である。
【符号の説明】
【０１０７】
　１００　基地局
　１０１　設定部
　１０２，１０３　符号化・変調部
　１０４　送信処理部
　１０５，２０８　送信ＲＦ部
　１０６，２０１　アンテナ
　１０７，２０２　受信ＲＦ部
　１０８，２０３　受信処理部
　１０９　データ受信部
　１１０　ＳＲＳ受信部
　２００　端末
　２０４　リファレンス信号生成部
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　２０５　データ信号生成部
　２０６　送信制御部
　２０７　送信信号形成部

【図１】

【図２】

【図３】
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