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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線通信のための方法であって、
　少なくとも１つの基準信号（ＲＳ）シーケンスに基づいて複数の非連続的なリソースク
ラスタのための基準信号を生成することと、なお、各クラスタは、連続的なサブキャリア
のセットをカバーし、前記基準信号は、符号分割多重化（ＣＤＭ）あるいは周波数分割多
重化（ＦＤＭ）を用いて生成され、前記基準信号がＣＤＭを用いて生成される場合、前記
少なくとも１つのＲＳシーケンスの全長は、前記複数の非連続的なクラスタの全長に基づ
いて決定され、前記基準信号がＦＤＭを用いて生成される場合、前記基準信号は、前記複
数の非連続的なクラスタのための全てのサブキャリアからなるサブセットにマッピングさ
れる、
　前記複数の非連続的なクラスタで前記基準信号を送信することと
を備える、方法。
【請求項２】
　前記基準信号は、ＣＤＭを用いて生成され、前記基準信号を前記生成することは、前記
複数の非連続的なクラスタの全長に一致する長さを有する単一のＲＳシーケンスに基づい
て前記基準信号を生成することを備える、
請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記単一のＲＳシーケンスの割当をユーザ機器（ＵＥ）によって受信することを更に備
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え、前記ＲＳシーケンスは、使用のために利用可能なＲＳシーケンスのセットから選択さ
れ、複数のＵＥは、前記ＲＳシーケンスのセットにおける様々なＲＳシーケンスに基づい
て、前記複数の非連続的なクラスタで複数の基準信号を同時に送信することができる、
請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記基準信号は、ＣＤＭを用いて生成され、前記基準信号を前記生成することは、前記
複数の非連続的なクラスタの各々のための１つのＲＳシーケンスに基づいて前記基準信号
を生成することを備え、各クラスタのための前記ＲＳシーケンスは、前記クラスタの長さ
に一致する長さを有する、
請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記複数の非連続的なクラスタの各々のための前記ＲＳシーケンスの割当をユーザ機器
（ＵＥ）によって受信することを更に備え、各クラスタのための前記ＲＳシーケンスは、
前記クラスタのために前記利用可能なＲＳシーケンスのセットから選択され、複数のＵＥ
は、前記クラスタのために利用可能な前記ＲＳシーケンスのセットにおける様々なＲＳシ
ーケンスに基づいて、各クラスタで複数の基準信号を同時に送信することができる、
請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　前記基準信号は、ＦＤＭを用いて生成され、前記複数の非連続的なクラスタのための前
記全てのサブキャリアからなるサブセットでユーザ機器（ＵＥ）によって送信され、少な
くとも１つのその他のＵＥは、前記複数の非連続的なクラスタのための残りのサブキャリ
アで少なくとも１つのその他の基準信号を送信することができる、
請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記複数の非連続的なクラスタのための前記全てのサブキャリアからなるサブセットは
、前記複数の非連続的なクラスタのためのサブキャリアのうちの、Ｎサブキャリアおきの
サブキャリアを備え、ここで、Ｎは１よりも大きい、
請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記少なくとも１つのＲＳシーケンスは、少なくとも１つのコンピュータ生成型シーケ
ンスあるいは少なくとも１つのＺａｄｏｆｆ－Ｃｈｕシーケンスに基づいて生成される、
請求項１の方法。
【請求項９】
　前記少なくとも１つのＲＳシーケンスは、少なくとも１つのベースシーケンスの少なく
とも１つのサイクリックシフトに基づいて生成される、
請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　前記基準信号を前記送信することは、複数のシンボル期間を備えるサブフレームのうち
の少なくとも３つのシンボル期間において、前記複数の非連続的なクラスタで前記基準信
号を送信することを備える、
請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　前記基準信号を前記生成することは、複数のアンテナからの１つのレイヤでの伝送のた
めに事前符号化を用いて前記基準信号を生成することを備える、
請求項１に記載の方法。
【請求項１２】
　前記基準信号が第１のアンテナから送信され、前記方法は、
　少なくとも１つの追加のＲＳシーケンスに基づいて前記複数の非連続的なクラスタのた
めの第２の基準信号を生成することと、
　第２のアンテナから前記複数の非連続的なクラスタで前記第２の基準信号を送信するこ
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とと、
を更に備える、請求項１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記少なくとも１つのＲＳシーケンスおよび前記少なくとも１つの追加のＲＳシーケン
スは、少なくとも１つのベースシーケンスの様々なサイクリックシフトである、
請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
　ユーザ機器（ＵＥ）によって前記複数の非連続的なクラスタにおけるリソース要素の第
１のセットでデータを送信することを更に備え、前記基準信号は、前記複数の非連続的な
クラスタにおけるリソース要素の第２のセットで前記ＵＥによって送信され、前記ＵＥを
含む複数のＵＥは、前記リソース要素の第１のセットで複数のデータを同時に送信し、前
記リソース要素の第２のセットで複数の基準信号を同時に送信する、
請求項１に記載の方法。
【請求項１５】
　無線通信のための装置であって、
　少なくとも１つの基準信号（ＲＳ）シーケンスに基づいて複数の非連続的なリソースク
ラスタのための基準信号を生成するための手段と、なお、各クラスタは、連続的なサブキ
ャリアのセットをカバーし、前記基準信号は符号分割多重化（ＣＤＭ）あるいは周波数分
割多重化（ＦＤＭ）を用いて生成され、前記基準信号がＣＤＭを用いて生成される場合、
前記少なくとも１つのＲＳシーケンスの全長は、前記複数の非連続的なクラスタの全長に
基づいて決定され、前記基準信号がＦＤＭを用いて生成される場合、前記基準信号は、前
記複数の非連続的なクラスタのための全てのサブキャリアからなるサブセットにマッピン
グされる、
　前記複数の非連続的なクラスタで前記基準信号を送信するための手段と、
　を備える装置。
【請求項１６】
　前記基準信号は、ＣＤＭを用いて生成され、前記基準信号を生成するための前記手段は
、前記複数の非連続的なクラスタの前記全長に一致する長さを有する単一のＲＳシーケン
スに基づいて前記基準信号を生成するための手段を備える、
請求項１５に記載の装置。
【請求項１７】
　前記基準信号は、ＣＤＭを用いて生成され、前記基準信号を生成するための前記手段は
、前記複数の非連続的なクラスタの各々のための１つのＲＳシーケンスに基づいて前記基
準信号を生成するための手段を備え、各クラスタのための前記ＲＳシーケンスは、前記ク
ラスタの長さに一致する長さを有する、
請求項１５に記載の装置。
【請求項１８】
　前記基準信号は、ＦＤＭを用いて生成され、また、前記複数の非連続的なクラスタのた
めの前記全てのサブキャリアからなるサブセットでユーザ機器（ＵＥ）によって送信され
、少なくとも１つのその他のＵＥは、前記複数の非連続的なクラスタのための残りのサブ
キャリアで少なくとも１つのその他の基準信号を送信することができる、
請求項１５に記載の装置。
【請求項１９】
　前記基準信号を生成するための前記手段は、複数のアンテナからの１つのレイヤでの伝
送のために事前符号化を用いて前記基準信号を生成するための手段を備える、
請求項１５に記載の装置。
【請求項２０】
　ユーザ機器（ＵＥ）によって前記複数の非連続的なクラスタにおけるリソース要素の第
１のセットでデータを送信するための手段を更に備え、前記基準信号は、前記複数の非連
続的なクラスタにおけるリソース要素の第２のセットで前記ＵＥによって送信され、前記
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ＵＥを含む複数のＵＥは、前記リソース要素の第１のセットで複数のデータを同時に送信
し、前記リソース要素の第２のセットで複数の基準信号を同時に送信する、
請求項１５に記載の装置。
【請求項２１】
　無線通信のための装置であって、
　少なくとも１つの基準信号（ＲＳ）シーケンスに基づいて複数の非連続的なリソースク
ラスタのための基準信号を生成し、前記複数の非連続的なクラスタで前記基準信号を送信
するように構成された少なくとも１つのプロセッサを備え、各クラスタは、連続的なサブ
キャリアのセットをカバーし、前記基準信号は、符号分割多重化（ＣＤＭ）あるいは周波
数分割多重化（ＦＤＭ）を用いて生成され、前記基準信号がＣＤＭを用いて生成される場
合、前記少なくとも１つのＲＳシーケンスの全長は、前記複数の非連続的なクラスタの全
長に基づいて決定され、前記基準信号がＦＤＭを用いて生成される場合、前記基準信号は
、前記複数の非連続的なクラスタのための全てのサブキャリアからなるサブセットにマッ
ピングされる、
装置。
【請求項２２】
　前記少なくとも１つのプロセッサは、前記複数の非連続的なクラスタの前記全長に一致
する長さを有する単一のＲＳシーケンスに基づいて、ＣＤＭを用いて前記基準信号を生成
するように構成される、
請求項２１に記載の装置。
【請求項２３】
　前記少なくとも１つのプロセッサは、前記複数の非連続的なクラスタの各々のための１
つのＲＳシーケンスに基づいて、ＣＤＭを用いて前記基準信号を生成するように構成され
、各クラスタのための前記ＲＳシーケンスは、前記クラスタの長さに一致する長さを有す
る、
請求項２１に記載の装置。
【請求項２４】
　前記少なくとも１つのプロセッサは、ＦＤＭを用いて前記基準信号を生成し、前記基準
信号を、前記複数の非連続的なクラスタのための前記全てのサブキャリアからなるサブセ
ットでユーザ機器（ＵＥ）から送信するように構成され、少なくとも１つのその他のＵＥ
は、前記複数の非連続的なクラスタのための残りのサブキャリアで少なくとも１つのその
他の基準信号を送信することができる、
請求項２１に記載の装置。
【請求項２５】
　前記少なくとも１つのプロセッサは、事前符号化を用いて前記基準信号を生成し、前記
基準信号を、複数のアンテナから１つのレイヤで送信するように構成された、
請求項２１に記載の装置。
【請求項２６】
　前記少なくとも１つのプロセッサは、ユーザ機器（ＵＥ）から、前記複数の非連続的な
クラスタにおけるリソース要素の第１のセットでデータを送信し、前記ＵＥから、前記複
数の非連続的なクラスタにおけるリソース要素の第２のセットで前記基準信号を送信する
ように構成され、前記ＵＥを含む複数のＵＥは、前記リソース要素の第１のセットで複数
のデータを同時に送信し、前記リソース要素の第２のセットで複数の基準信号を同時に送
信する、
請求項２１に記載の装置。
【請求項２７】
　コンピュータプログラムであって、
　少なくとも１つのコンピュータに、少なくとも１つの基準信号（ＲＳ）シーケンスに基
づいて複数の非連続的なリソースクラスタのための基準信号を生成させるコードと、なお
、各クラスタは、連続的なサブキャリアのセットをカバーし、前記基準信号は、符号分割
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多重化（ＣＤＭ）あるいは周波数分割多重化（ＦＤＭ）を用いて生成され、前記基準信号
がＣＤＭを用いて生成される場合、前記少なくとも１つのＲＳシーケンスの全長は、前記
複数の非連続的なクラスタの全長に基づいて決定され、前記基準信号がＦＤＭを用いて生
成される場合、前記基準信号は、前記複数の非連続的なクラスタのための全てのサブキャ
リアからなるサブセットにマッピングされる、
　前記少なくとも１つのコンピュータに、前記複数の非連続的なクラスタで前記基準信号
を送信させるコードと
を備える、コンピュータプログラム。
【請求項２８】
　無線通信のための方法であって、
　クラスタの各々が連続的なサブキャリアのセットをカバーする、複数の非連続的なリソ
ースクラスタで基準信号を受信することと、
　チャネル推定値を取得するために、少なくとも１つの基準信号（ＲＳ）シーケンスに基
づいて、前記受信された基準信号を処理することと
　を備え、前記基準信号は、符号分割多重化（ＣＤＭ）あるいは周波数分割多重化（ＦＤ
Ｍ）を用いて生成され、前記基準信号がＣＤＭを用いて生成される場合、前記少なくとも
１つのＲＳシーケンスの全長は、前記複数の非連続的なクラスタの全長に基づいて決定さ
れ、前記基準信号がＦＤＭを用いて生成される場合、前記基準信号は、前記複数の非連続
的なクラスタのための全てのサブキャリアからなるサブセットにマッピングされる、
方法。
【請求項２９】
　前記基準信号は、ＣＤＭを用いて生成され、前記受信された基準信号を前記処理するこ
とは、前記複数の非連続的なクラスタの前記全長に一致する長さを有する単一のＲＳシー
ケンスに基づいて、前記受信された基準信号を処理することを備える、
請求項２８に記載の方法。
【請求項３０】
　前記基準信号は、ＣＤＭを用いて生成され、前記受信された基準信号を前記処理するこ
とは、前記複数の非連続的なクラスタの各々のための１つのＲＳシーケンスに基づいて、
前記受信された基準信号を処理することを備え、各クラスタのための前記ＲＳシーケンス
は、前記クラスタの長さに一致する長さを有する、
請求項２８に記載の方法。
【請求項３１】
　前記基準信号は、ＦＤＭを用いて生成され、また、前記複数の非連続的なクラスタのた
めの前記全てのサブキャリアからなるサブセットで、ユーザ機器（ＵＥ）から受信され、
前記方法は、
　前記複数の非連続的なクラスタのための残りのサブキャリアで、少なくとも１つのその
他のＵＥから少なくとも１つのその他の基準信号を受信することを更に備える、
請求項２８に記載の方法。
【請求項３２】
　前記複数の非連続的なクラスタのための前記全てのサブキャリアからなるサブセットは
、前記複数の非連続的なクラスタのための全てのサブキャリアのうちの、Ｎサブキャリア
おきのサブキャリアを備え、ここで、Ｎは１よりも大きい、
請求項２８に記載の方法。
【請求項３３】
　前記基準信号を前記受信することは、複数のシンボル期間を備えるサブフレームのうち
の少なくとも３つのシンボル期間において、前記複数の非連続的なクラスタで前記基準信
号を受信することを備える、
請求項２８に記載の方法。
【請求項３４】
　前記基準信号は、事前符号化を用いて生成され、また、複数のアンテナから送信され、



(6) JP 5536206 B2 2014.7.2

10

20

30

40

50

前記受信された基準信号を前記処理することは、前記基準信号が送信されるレイヤのため
のチャネル推定値を取得するために、前記受信された基準信号を処理することを備える、
請求項２８に記載の方法。
【請求項３５】
　前記受信された基準信号は、前記基準信号が送信される第１のアンテナのためのチャネ
ル推定値を取得するために処理され、前記方法は、
　前記複数の非連続的なクラスタで第２の基準信号を受信することと、
　前記第２の基準信号の送信元である第２のアンテナのための第２のチャネル推定値を取
得するために、少なくとも１つの追加のＲＳシーケンスに基づいて前記受信された第２の
基準信号を処理することと
を更に備える、請求項２８に記載の方法。
【請求項３６】
　ユーザ機器（ＵＥ）から、前記複数の非連続的なクラスタにおけるリソース要素の第１
のセットでデータ伝送を受信することであって、前記基準信号は、前記複数の非連続的な
クラスタにおけるリソース要素の第２のセットで、前記ＵＥから受信されることと、
　前記チャネル推定値に基づいて、前記受信されたデータ伝送のための復調を実行するこ
とと
を更に備える、請求項２８に記載の方法。
【請求項３７】
　無線通信のための装置であって、
　クラスタの各々が連続的なサブキャリアのセットをカバーする、複数の非連続的なリソ
ースクラスタで基準信号を受信するための手段と、
　チャネル推定値を取得するために、少なくとも１つの基準信号（ＲＳ）シーケンスに基
づいて、前記受信された基準信号を処理するための手段と
　を備え、前記基準信号は、符号分割多重化（ＣＤＭ）あるいは周波数分割多重化（ＦＤ
Ｍ）を用いて生成され、前記基準信号がＣＤＭを用いて生成される場合、前記少なくとも
１つのＲＳシーケンスの全長は、前記複数の非連続的なクラスタの全長に基づいて決定さ
れ、前記基準信号がＦＤＭを用いて生成される場合、前記基準信号は、前記複数の非連続
的なクラスタのための全てのサブキャリアからなるサブセットにマッピングされる、
装置。
【請求項３８】
　前記基準信号は、ＣＤＭを用いて生成され、前記受信された基準信号を前記処理するた
めの手段は、前記複数の非連続的なクラスタの前記全長に一致する長さを有する単一のＲ
Ｓシーケンスに基づいて前記受信された基準信号を処理するための手段を備える、
請求項３７に記載の装置。
【請求項３９】
　前記基準信号はＣＤＭを用いて生成され、前記受信された基準信号を前記処理するため
の手段は、前記複数の非連続的なクラスタの各々のための１つのＲＳシーケンスに基づい
て前記受信された基準信号を処理するための手段を備え、各クラスタのための前記ＲＳシ
ーケンスは、前記クラスタの長さに一致する長さを有する、
請求項３８に記載の装置。
【請求項４０】
　前記基準信号は、ＦＤＭを用いて生成され、また、前記複数の非連続的なクラスタのた
めの前記全てのサブキャリアからなるサブセットで、ユーザ機器（ＵＥ）から受信され、
前記装置は、
　前記複数の非連続的なクラスタのための残りのサブキャリアで少なくとも１つのその他
のＵＥから少なくとも１つのその他の基準信号を受信するための手段を更に備える、
請求項３７に記載の装置。
【請求項４１】
　前記基準信号は、事前符号化を用いて生成され、複数のアンテナから送信され、前記受
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信された基準信号を前記処理するための手段は、前記基準信号が送信されるレイヤのため
のチャネル推定値を取得するために、前記受信された基準信号を処理するための手段を備
える、
請求項３７に記載の装置。
【請求項４２】
　ユーザ機器（ＵＥ）から、前記複数の非連続的なクラスタにおけるリソース要素の第１
のセットでデータ伝送を受信するための手段と、なお、前記基準信号は、前記複数の非連
続的なクラスタにおけるリソース要素の第２のセットで、前記ＵＥから受信される、
　前記チャネル推定値に基づいて、前記受信されたデータ伝送のために復調を実行するた
めの手段と
を更に備える、請求項３７に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【関連出願】
【０００１】
　本願は、２００９年６月２２日に提出され、“SYSTEMS AND METHODS FOR DEMODULATION
 REFERENCE SIGNAL DESIGN - FOR LTE-ADVANCED,”と題された米国特許出願６１／２１９
２９４号に対する優先権を主張する。上記出願は譲受人に譲渡され、参照によって本明細
書に組み込まれる。
【技術分野】
【０００２】
　本開示は、一般に通信に関し、特に、無線通信システムにおいて基準信号を送信するた
めの技術に関する。
【背景技術】
【０００３】
　無線通信システムは、音声、ビデオ、パケットデータ、メッセージ、ブロードキャスト
等のような、様々な通信コンテンツを提供するために広く展開されている。これらの無線
システムは、利用可能なシステムリソースを共有することによって、複数のユーザを支援
することができる多元接続システムである。このような多元接続システムの実例は、符号
分割多元接続（ＣＤＭＡ）システム、時分割多元接続（ＴＤＭＡ）システム、周波数分割
多元接続（ＦＤＭＡ）システム、直交ＦＤＭＡ（ＯＦＤＭＡ）システム、単一キャリアＦ
ＤＭＡ（ＳＣ－ＦＤＭＡ）システムを含む。
【０００４】
　無線通信システムは、多数のユーザ機器（ＵＥ）のための通信をサポートしうる多数の
基地局を含みうる。ＵＥは、下りリンクおよび上りによって基地局と通信しうる。下りリ
ンク（すなわち、順方向リンク）は、基地局からＵＥへの通信リンクを称し、上りリンク
（すなわち、逆方向リンク）は、ＵＥから基地局への通信リンクを称する。ＵＥは、基準
信号およびデータを基地局に送信しうる。基準信号は、チャネル推定および／あるいはそ
の他の目的のために使用されうる。優れた性能が達成されるように基準信号を送信するこ
とが望ましいだろう。
【発明の概要】
【０００５】
　複数の非連続的なリソースクラスタで基準信号を送信するための技術が本明細書におい
て説明される。ＵＥは、複数の非連続的なリソースクラスタでのデータ伝送のためにスケ
ジューリングされうる。各クラスタは、１又は複数のリソースブロックを含みうる、また
、非連続的なサブキャリアのセットをカバーしうる。ＵＥは、複数の非連続的なクラスタ
で基準信号を送信し、基地局によるチャネル推定およびデータ復調を可能にしうる。
【０００６】
　一設計では、ＵＥは、少なくとも１つの基準信号（ＲＳ）シーケンスに基づいて、複数
の非連続的なリソースクラスタのための基準信号を生成しうる。ＵＥは、符号化分割多重
化（ＣＤＭ）あるいは周波数分割多重化（ＦＤＭ）を用いて基準信号を生成しうる。基準
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信号がＣＤＭを用いて生成される場合、少なくとも１つのＲＳシーケンスの全長は、複数
の非連続的なクラスタの全長に一致しうる。基準信号がＦＤＭを用いて生成される場合、
その基準信号は、複数の非連続的なクラスタのための全てのサブキャリアからなるサブセ
ットにマッピングされうる。
【０００７】
　一設計では、ＵＥは、複数の非連続的なクラスタの全長に一致する長さを有する単一の
ＲＳシーケンスに基づいて、ＣＤＭを用いて基準信号を生成しうる。別の設計では、ＵＥ
は、複数の非連続的なクラスタの各々のための１つのＲＳシーケンスに基づいて、ＣＤＭ
を用いて基準信号を生成しうる。両方の設計において、各ＲＳシーケンスは使用のために
利用可能なＲＳシーケンスのセットから選択されうる、また、複数のＵＥは、ＲＳシーケ
ンスのセットにおける様々なＲＳシーケンスに基づいて、ＣＤＭを用いて１又は複数のク
ラスタでそれらの基準信号を同時に送信することができる。
【０００８】
　別の設計では、ＵＥは、ＦＤＭを用いて基準信号を生成しうる、また、複数の非連続的
なクラスタのための全てのサブキャリアからなるサブセットで基準信号を送信しうる。少
なくとも１つのその他のＵＥは、複数の非連続的なクラスタのための残りのサブキャリア
で、少なくとも１つのその他の基準信号を送信することができる。
【０００９】
　ＵＥは、例えば、サブフレームのうちの指定された１又は複数のシンボル期間において
、複数の非連続的なクラスタで基準信号を送信しうる。ＵＥは、１つのアンテナから基準
信号を送信しうる。代替的に、ＵＥは、事前符号化を用いて基準信号を生成し、複数のア
ンテナから基準信号を送信しうる。ＵＥは、例えば、基準信号のために使用されないサブ
フレームのうちの残りのシンボル期間において、複数の非連続的なクラスタでデータを送
信しうる。
【００１０】
　基地局は、ＵＥから基準信号を受信し、受信された基準信号を処理してＵＥのためのチ
ャネル推定値を導出しうる。基地局はまた、ＵＥからデータ伝送を受信し、チャネル推定
値に基づいて、受信されたデータ伝送のための復調を実行しうる。
【００１１】
　本開示の様々な態様および特徴が、以下に更に詳細に説明される。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】図１は無線通信システムを図示する。
【図２】図２は例示的な伝送構成を図示する。
【図３】図３は、複数の非連続的なクラスタでの基準信号の伝送を図示する。
【図４】図４は、単一のＲＳシーケンスに基づく基準信号の生成を図示する。
【図５】図５は、各クラスタのためのＲＳシーケンスに基づく基準信号の生成を図示する
。
【図６】図６は、ＦＤＭを用いた基準信号の生成を図示する。
【図７】図７は、高いドップラーに対処するための、より多くのシンボル期間における基
準信号の伝送を図示する。
【図８】図８は、基準信号を送信するための処理を示す。
【図９】図９は、基準信号を送信するための装置を示す。
【図１０】図１０は、基準信号を受信するための処理を示す。
【図１１】図１１は、基準信号を受信するための装置を示す。
【図１２】図１２は、基地局およびＵＥのブロック図を示す。
【図１３】図１３は、基準信号のための送信機のブロック図を示す。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　本明細書において説明された技術は、ＣＤＭＡ、ＴＤＭＡ、ＦＤＭＡ、ＯＦＤＭＡ、Ｓ
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Ｃ－ＦＤＭＡおよびその他のシステムのような、様々な無線通信システムのために使用さ
れうる。用語「ネットワーク」および「システム」は、しばしば置換可能に使用されうる
。ＣＤＭＡシステムは、世界地上無線接続（ＵＴＲＡ）やｃｄｍａ２０００などのような
ラジオ技術を実現しうる。ＵＴＲＡは、広帯域ＣＤＭＡ（ＷＣＤＭＡ）およびＣＤＭＡの
その他の変形を含む。ｃｄｍａ２０００は、ＩＳ－２０００規格、ＩＳ－９５規格、ＩＳ
－８５６規格をカバーする。ＴＤＭＡシステムは、グローバルシステムフォーモバイルコ
ミュニケーション（ＧＳＭ（登録商標））のような無線技術を実現しうる。ＯＦＤＭＡシ
ステムは、発展型ＵＴＲＡ（Ｅ－ＵＴＲＡ）、ウルトラモバイルブロードバンド（ＵＭＢ
）、ＩＥＥＥ８０２．１１（Ｗｉ－Ｆｉ）、ＩＥＥＥ８０２．１６（ＷｉＭＡＸ）、ＩＥ
ＥＥ８０２．２０、Ｆｌａｓｈ－ＯＦＤＭ（登録商標）等のような無線技術を実現しうる
。ＵＴＲＡおよびＥ－ＵＴＲＡは、ユニバーサルモバイルテレコミュニケーションシステ
ム（ＵＭＴＳ）の一部である。３ＧＰＰロングタームエボリューション（ＬＴＥ）および
ＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄ（ＬＴＥ－Ａ）は、Ｅ－ＵＴＲＡを使用するＵＭＴＳの最新リ
リースである。これは、下りリンクでＯＦＤＭＡを使用し、上りリンクでＳＣ－ＦＤＭＡ
を使用する。ＵＴＲＡ、Ｅ－ＵＴＲＡ、ＵＭＴＳ、ＬＴＥ、ＬＴＥ－Ａ、およびＧＳＭは
“第３世代パートナシッププロジェクト”（３ＧＰＰ）と命名された団体からの文書にお
いて説明される。ｃｄｍａ２０００およびＵＭＢは「第３世代パートナシッププロジェク
ト２」（３ＧＰＰ２）と命名された団体からの文書において説明される。本明細書におい
て説明される技術は、上述されたシステムおよび無線技術だけでなく、その他のシステム
および無線技術のためにも使用されうる。明確化のために、この技術の特定の態様は、Ｌ
ＴＥに関して以下に説明され、ＬＴＥという用語が、以下の説明の大部分において使用さ
れる。
【００１４】
　図１は、ＬＴＥシステムあるいはその他何らかのシステムでありうる無線通信システム
１００を図示する。システム１００は、多数の発展型ノードＢ（ｅＮＢ）１１０およびそ
の他のネットワークエンティティを含みうる。ｅＮＢは、ＵＥと通信するエンティティで
ありうる、また、基地局、ノードＢ、アクセスポイントなどと称されうる。各ｅＮＢ１１
０は、特定の地理的エリアのための通信カバレッジを提供し、カバレッジエリア内に位置
するＵＥのための通信をサポートしうる。キャパシティを向上するために、ｅＮＢの全カ
バレッジエリアは、複数（例えば３つ）のより小さいエリアに分けられうる。より小さい
各エリアは、それぞれのｅＮＢサブシステムによってサービス提供されうる。３ＧＰＰで
は、用語「セル」は、ｅＮＢの最小カバレッジエリアおよび／あるいはこのカバレッジエ
リアにサービス提供するｅＮＢサブシステムを称しうる。
【００１５】
　ＵＥ１２０はシステムにわたって分散されうる、また、各ＵＥは据置式あるいは移動式
でありうる。ＵＥは、例えば、移動局、端末、アクセス端末、加入者ユニット、局などと
も称されうる。ＵＥは、セルラ電話、携帯情報端末（ＰＤＡ）、無線モデム、無線通信デ
バイス、ハンドヘルドデバイス、ラップトップコンピュータ、コードレス電話、無線ロー
カルループ（ＷＬＬ）局、スマートフォン、ネットブック、スマートブックなどでありう
る。
【００１６】
　ＬＴＥは、下りリンクで直交周波数分割多重化（ＯＦＤＭ）を利用し、上りリンクで単
一キャリア周波数分割多重化（ＳＣ－ＦＤＭ）を利用する。ＯＦＤＭおよびＳＣ－ＦＤＭ
は、周波数範囲を複数（ｋ）個の直交サブキャリアに分ける。これらはまた、一般的に、
トーンやビンなどと称される。各サブキャリアは、データと共に変調されうる。一般的に
、変調シンボルは、ＯＦＤＭを用いて周波数領域において送られ、ＳＣ－ＦＤＭを用いて
時間領域において送られる。隣接するサブキャリア間の間隔は一定であり、サブキャリア
の総数（ｋ）は、システムの帯域幅に依存しうる。例えば、ｋは、１．２５、２．５、５
、１０、あるいは２０メガヘルツ（ＭＨｚ）のシステム帯域幅に対して、それぞれ、１２
８、２５６、５１２、１０２４、あるいは２０４８個に等しくなりうる。システム帯域幅
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は、ｋ個の全サブキャリアからなるサブセットに対応しうる。
【００１７】
　図２は、ＬＴＥにおける上りリンクのための伝送構成２００を図示する。伝送タイムラ
インは、複数のサブフレームのユニットに分けられうる。各サブフレームは、例えば、１
ミリ秒（ｍｓ）のような予め定められた持続時間を有しうる、また、２つのスロットに分
けられうる。各スロットは、（図２に図示されるように）通常のサイクリックプレフィッ
クスに対して７つのシンボル期間、あるいは拡張型サイクリックプレフィックスに対して
６つのシンボル期間（図２に図示せず）をカバーしうる。リソースブロックの数が、各ス
ロットに対して定義されうる。各リソースブロックは、１つのスロットにおいて１２個の
サブキャリアをカバーしうる。各スロットにおけるリソースブロックの数は、システム帯
域幅に依存しうる、また、１．２５ＭＨｚから２０ＭＨｚまでのシステム帯域幅に対して
、それぞれ６から１１０個までの範囲にわたる。利用可能なリソースブロックは、伝送の
ためにＵＥに割り当てられうる。
【００１８】
　図２はまた、１つのサブフレームの２つのスロットにおける、物理上りリンク共有チャ
ネル（ＰＵＳＣＨ）での例示的な上りリンク伝送を図示する。この２つのスロットは、通
常のサイクリックプレフィックスに対して、０乃至１３のインデックスで、１４個のシン
ボル期間を含みうる。ＵＥは、伝送のためにＬ個の連続的なサブキャリアを割り当てられ
、ここで、Ｌは１２の整数倍である。これは、１つのリソースブロックに対するサブキャ
リアの数である。ＵＥは、シンボル期間３および１０を除く各シンボル期間において、Ｌ
個の割り当てられたサブキャリアで、データを備えるＳＣ－ＦＤＭＡシンボルを送信しう
る。ＵＥは、シンボル期間３および１０の各々において、Ｌ個の割り当てられたサブキャ
リアで、復調基準信号（ＤＭＲＳ）を備えるＳＣ－ＦＤＭＡシンボルを送信しうる。基準
信号は、送信機及び受信機によってアプリオリに知られている信号であり、例えば、パイ
ロット、基準、プリアンブル、トレーニングシーケンスなどとも称されうる。復調基準信
号は、受信機がデータ伝送のために復調を実行することを援助するために送信される基準
信号である。復調基準信号は、チャネル推定値およびデータを伝達するＳＣ－ＦＤＭＡシ
ンボルのコヒーレント復調のためにｅＮＢによって使用されうる。
【００１９】
　拡張型サイクリックプレフィックスについて（図２に図示せず）、１つのサブフレーム
における２つのスロットは、０乃至１１のインデックスで、１２個のシンボル期間を含み
うる。Ｌ個の割り当てられたサブキャリアにデータを備えるＳＣ－ＦＤＭＡシンボルが、
シンボル期間２および８を除く各シンボル期間において送られうる。Ｌ個の割り当てられ
たサブキャリアに復調基準信号を備えるＳＣ－ＦＤＭＡシンボルが、シンボル期間２およ
び８の各々において送られうる。
【００２０】
　図２は、ＵＥが１又は複数のリソースブロックに対してＬ個の連続的なサブキャリアを
割り当てられる実例を図示する。連続的なサブキャリアで伝送を送ることによって、ＵＥ
は、より低いピーク対平均電力比（ＰＡＰＲ）を結果としてもたらしうる単一キャリア波
形を維持することが可能となりうる。より低いＰＡＰＲによって、ＵＥがより高い出力電
力レベルで送信することが可能となりうる、また、それは望ましいことである。しかしな
がら、連続的なサブキャリアに対する伝送を制限することは、ＵＥに割り付けられうるリ
ソースの量を限定しうる、および／あるいはＵＥのスケジューリングに制限をかけうる。
そして、これらは両方とも望ましくないことである。
【００２１】
　ＵＥは、連続的なサブキャリアでの伝送に関して上述されたデメリットを回避するため
に、複数の非連続的なリソースクラスタを割り当てられうる。クラスタは、例えば、バン
ド、グループ、ブロックなどとも称されうる。これら複数のクラスタは、少なくとも１つ
のサブキャリアが任意の２つの非連続的なクラスタを分離するという点において、非連続
的である。
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【００２２】
　１つの態様において、ＵＥは、複数の非連続的なクラスタで復調基準信号を送信して、
これらのクラスタで送られたデータ伝送の復調を支援しうる。このＵＥは、その他の複数
のＵＥがそれらの復調基準信号を同じクラスタで同時に送信することができるように、復
調基準信号を送信しうる。全てのＵＥからの複数の復調基準信号は、下記に説明されるよ
うに、様々なやり方でＣＤＭあるいはＦＤＭを用いて多重化されうる。
【００２３】
　図３は、複数の非連続的なクラスタで、データおよび復調基準信号を送信する設計を図
示する。ＵＥは、Ｍ個の非連続的なクラスタを割り当てられうる。ここで、Ｍは、１より
大きい任意の値でありうる。一設計では、各クラスタは１又は複数のリソースブロックを
含みうる。Ｍ個のクラスタは、同じサイズを有することもあれば、異なるサイズを有する
こともある。一般的に、クラスタｍは、サイズＬｍを有しうる。ここで、ｍ∈｛１、．．
．、Ｍ｝およびＬｍ＞１である。クラスタｍのサイズＬｍは、クラスタｍによってカバー
されるサブキャリアの数に等しくなりうる。
【００２４】
　図３に図示される設計では、ＵＥは、サブフレームのうちのシンボル期間３および１０
の各々において、復調基準信号を送信しうる、また、サブフレームのうちの残りのシンボ
ル期間の各々においてデータを送信しうる。ＵＥは、データが送信される各シンボル期間
において、Ｍ個の非連続的なクラスタのために割り当てられた全てのサブキャリアでデー
タを送信しうる。ＵＥは、様々なやり方でＭ個の非連続的なクラスタに対して割り当てら
れたサブキャリアで復調基準信号を送信しうる。
【００２５】
　復調基準信号を生成する第１の設計では、単一の基準信号（ＲＳ）シーケンスは、複数
（Ｍ個）の非連続的なクラスタでの伝送のための復調基準信号を生成するために使用され
うる。一設計では、ＲＳシーケンスの長さは、以下に示されるように、Ｍ個の非連続的な
クラスタの総計サイズに基づいて決定されうる。　
【数１】

【００２６】
　ここで、Ｌは、ＲＳシーケンスの長さであり、また、Ｍ個の非連続的なクラスタの総計
サイズである。
【００２７】
　一設計では、長さＬのＲＳシーケンスのセットは、優れた相関特性を有するベースシー
ケンスを用いて生成されうる。このベースシーケンスは、フラットなスペクトル感度およ
びゼロ自己相関を有するＣＡＺＡＣ（一定振幅ゼロ自己相関）シーケンスでありうる。ゼ
ロ自己相関とは、ＣＡＺＡＣシーケンスとそれ自体との相関が、ゼロオフセットにおいて
大きな値をもたらし、その他全てのオフセットにおいて小さな（あるいはゼロ）値をもた
らすだろうことを意味する。ゼロ自己相関プロパティは、ＣＡＺＡＣシーケンスの精確な
検出に対して有益である。いくつかの例示的なＣＡＺＡＣシーケンスは、例えば、Ｚａｄ
ｏｆｆ－Ｃｈｕシーケンス、Ｃｈｕシーケンス、Ｆｒａｎｋシーケンス、汎用型ｃｈｉｒ
ｐ－ｌｉｋｅ（ＧＣＬ）シーケンス、コンピュータ生成型（computer-generated）シーケ
ンスなどを含む。例えば、長さＬのＺａｄｏｆｆ－Ｃｈｕシーケンスは当該技術分野にお
いて周知のやり方で定義されうる。長さＬの様々なＲＳシーケンスは、その後、長さＬの
Ｚａｄｏｆｆ－Ｃｈｕシーケンスの様々な時間領域サイクリックシフトを用いて取得され
うる。これらの様々なＲＳシーケンスは、互いに対して直交しているだろう、また、優れ
た自己相関特性を有するだろう。様々なタイプのベースシーケンスがまた、例えば、可能
性のある様々な長さに対して使用されうる。例えば、コンピュータ生成型シーケンスは、
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特定の長さのベースシーケンスに対して使用されうる、また、Ｚａｄｏｆｆ－Ｃｈｕシー
ケンスは、その他の長さのベースシーケンスに対して使用されうる。
【００２８】
　ＵＥは、使用のために利用可能なＲＳシーケンスのセットからの長さＬの１つのＲＳシ
ーケンスを割り当てられうる。この割り当てられたＲＳシーケンスは、時間領域シーケン
スｒ（ｎ）あるいは対応する周波数領域シーケンスＲ（ｋ）によって表されうる。シーケ
ンスＲ（ｋ）は、シーケンスｒ（ｎ）のＬポイント離散フーリエ変換（ＤＦＴ）を用いて
取得されうる。セットにおける異なるＲＳシーケンスは、時間領域において異なるサイク
リックシフトに対応しうる、また、周波数領域において異なる位相ランプを有しうる。
【００２９】
　図４は、第１の設計に基づく復調基準信号の生成を図示する。長さＬのＲＳシーケンス
がＵＥに割り当てられうる。ＲＳシーケンスは、Ｍ個のセグメント、すなわち、Ｍ個の非
連続的なクラスタの各々に対して１セグメント、に分けられうる。長さＬ１の第１のセグ
メントは、第１のクラスタのためのＬ１個の連続的なサブキャリアにマッピングされうる
Ｌ１個のシンボルを含みうる。長さＬ２の第２のセグメントは、第２のクラスタのための
Ｌ２個の連続的なサブキャリアにマッピングされうるＬ２個のシンボルを含みうる。一般
的に、長さＬｍのセグメントｍは、クラスタｍのためのＬｍ個の連続的なサブキャリアに
マッピングされうるＬｍ個のシンボルを含みうる。ここで、ｍ∈｛１、．．．、Ｍ｝であ
る。信号値ゼロを有するゼロシンボルは、残りのサブキャリアの各々にマッピングされう
る。復調基準信号を備えるＳＣ－ＦＤＭＡシンボルは、以下に説明されるように、Ｋ個の
全サブキャリアのためにマッピングされたシンボルに基づいて生成されうる。
【００３０】
　第１の設計では、複数のＵＥが、長さＬの異なるＲＳシーケンスを割り当てられうる。
これらのＵＥは、Ｍ個の非連続的なクラスタの同じリソース要素で、（例えば、シンボル
期間３および１０において）それらの復調基準信号を同時に送信しうる。これらのＵＥか
らの復調基準信号は、ＣＤＭを通じて互いに対して直交し、リソース割付全体にわたって
同じベースシーケンスの異なるサイクリックシフトによって分離されうる。これらのＵＥ
は、例えば、通常のサイクリックプレフィックスに関するシンボル期間３および１０を除
く各シンボル期間において、Ｍ個の非連続的なクラスタの同じリソース要素でデータを送
信しうる。これらのＵＥからのデータ伝送は、ｅＮＢによる空間受信機処理によって分離
されうる。これらの様々なＵＥは、これらのＵＥ間の優れた空間分離に基づいて、Ｍ個の
非連続的なクラスタでの多重化のために選択されうる。
【００３１】
　セル間パイロット干渉の量（すなわち、別のセルにおいて送信された復調基準信号によ
る干渉）は、復調基準信号を生成するために使用されるＲＳシーケンスの長さに依存しう
る。同期システムでは、ＲＳシーケンスが徐々に長くなるにつれて、セル間パイロット干
渉は徐々に少なくなりうる。このように、第１の設計は、より長いＲＳシーケンスよって
、セル間パイロット干渉を少なくすることができる。
【００３２】
　復調基準信号を生成する第２の設計では、複数（Ｍ個）の非連続的なクラスタの各々の
ために個別のＲＳシーケンスが選択されうる。各クラスタｍのために、長さＬｍのＲＳシ
ーケンスのセットが使用のために利用可能でありうる。ここで、Ｌｍは、クラスタのサイ
ズでありうる。Ｍ個の非連続的なクラスタの各々に関して、ＵＥは、そのクラスタのため
に利用可能なＲＳシーケンスのセットからの長さＬｍの１つのＲＳシーケンスを割り当て
られうる。復調基準信号は、Ｍ個の非連続的なクラスタのためにＵＥに割り当てられたＭ
個のＲＳシーケンスに基づいて生成されうる。
【００３３】
　図５は、第２の設計に基づく復調基準信号の生成を図示する。全長Ｌを有するＭ個のＲ
Ｓシーケンスは、複数（Ｍ個）の非連続的なクラスタについて、各クラスタにつき１つの
ＲＳシーケンスで、ＵＥに割り当てられうる。長さＬ１の第１のＲＳシーケンスは、第１
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のクラスタのためのＬ１個の連続的なサブキャリアにマッピングされうるＬ１個のシンボ
ルを含みうる。長さＬ２の第２のＲＳシーケンスは、第２のクラスタのためのＬ２個の連
続的なサブキャリアにマッピングされうるＬ２個のシンボルを含みうる。一般的に、長さ
ｍのＲＳシーケンスは、クラスタｍのためのＬｍ個の連続的なサブキャリアにマッピング
されうるＬｍ個のシンボルを含みうる。ここで、ｍ∈｛１、．．．、Ｍ｝である。ゼロシ
ンボルは、残りのサブキャリアの各々にマッピングされうる。復調基準信号を備えるＳＣ
－ＦＤＭＡシンボルは、以下に説明されるように、Ｋ個の全サブキャリアのためにマッピ
ングされたシンボルに基づいて生成されうる。
【００３４】
　第２の設計では、複数のＵＥが、各クラスタで多重化されうる、また、そのクラスタの
ための様々なＲＳシーケンスを割り当てられうる。各クラスタでは、複数のＵＥが、その
クラスタの同じリソース要素で（例えば、シンボル期間３および１０において）それらの
復調基準信号を同時に送信しうる。これらのＵＥからの復調基準信号は、ＣＤＭを通じて
互いに対して直交でありうる、また、クラスタにわたって同じベースシーケンスの様々な
サイクリックシフトによって分離されうる。
【００３５】
　第２の設計によって、ＵＥの異なるセットは、各クラスタで多重化されることが可能と
なりうる。例えば、任意のＵＥは、例えば、クラスタ１上でＱ１個のその他のＵＥと共に
、クラスタ２上でＱ２個のその他のＵＥと共に、多重化されうる。これは、データ伝送の
ためにＵＥをスケジューリングする際の、更なる柔軟性を提供しうる。例えば、その他複
数のＵＥは、任意のＵＥとの直交性を損なうことなく、１又は複数のクラスタでスケジュ
ーリングされうる。これによって、連続的なサブキャリアでのみ送信することができるレ
ガシＵＥが、非連続的なサブキャリアで送信することができる新たなＵＥと共に多重化さ
れることができるようになる。更に、Ｍ個の非連続的なクラスタのうちの（全ての代わり
に）いくつかで優れた空間分離を有するＵＥを識別することが容易になりうる。第２の設
計は、このように、ＵＥのスケジューリングを簡略化しうる、また、レガシＵＥのための
下位互換性をサポートしうる。
【００３６】
　復調基準信号を生成する第３の設計では、ＵＥが、複数の非連続的なクラスタのための
全てのサブキャリアからなるサブセットを割り当てられうる。このＵＥはその後、割り当
てられたサブキャリアで復調基準信号を送信しうる。残りのサブキャリアは、復調基準信
号の伝送のために１又は複数のその他のＵＥに割り当てられうる。これらのＵＥからの復
調基準信号は、ＣＤＭの代わりにＦＤＭを使用して分離されうる。
【００３７】
　図６は、第３の設計に基づく復調基準信号の生成を図示する。一設計において、各クラ
スタのためのサブキャリアは複数（Ｎ個）のグループに分けられ、各グループはＮサブキ
ャリアおきのサブキャリアを含む。図６に図示された例において、サブキャリアは２つの
グループに分けられ、各グループは１つおきのサブキャリアを含む。具体的には、第１の
グループは、偶数のインデックスを有するサブキャリアを含み、第２のグループは奇数の
インデックスを有するサブキャリアを含みうる。
【００３８】
　ＵＥは、各クラスタにつき１つのサブキャリアのグループを割り当てられうる。各クラ
スタのための残りのサブキャリアのグループは、その他のＵＥに割り当てられうる。一設
計では、ＵＥは、長さＬ／Ｎの単一のＲＳシーケンスを生成しうる、また、このＲＳシー
ケンスにおけるシンボルを、Ｍ個のクラスタに対して割り当てられたグループにおけるＬ
／Ｎ個のサブキャリアにマッピングしうる。別の設計では、ＵＥは、各クラスタのための
個別のＲＳシーケンスを生成しうる、また、そのＲＳシーケンスにおけるシンボルを、そ
のクラスタに対して割り当てられたサブキャリアにマッピングしうる。一般的にＵＥは、
１又は複数のＲＳシーケンスを生成しうる。各ＲＳシーケンスは、１又は複数のクラスタ
のために使用されうる。ＲＳシーケンスは、例えば、コンピュータ生成型シーケンス、Ｚ
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ａｄｏｆｆ－Ｃｈｕシーケンス、擬似乱数（ＰＮ）シーケンスなどに基づいて生成されう
る。ＦＤＭは、様々なＵＥを多重化するために使用されるので、これらのＵＥによって使
用されるＲＳシーケンスは、互いに対して直交である必要はない。
【００３９】
　図６は、各クラスタのためのサブキャリアが２つのグループに分けられ、２つのＵＥが
各クラスタで多重化されうる設計を図示する。一般的に、各クラスタのためのサブキャリ
アは、任意の数のグループに分けられうる。より多くのグループによってより多くのＵＥ
が同じクラスタで多重化されることが可能となりうるが、各ＵＥが復調基準信号を送信す
るためにより少ないサブキャリアを割り当てられることも引き起こされ、それにより性能
は劣化する。
【００４０】
　第３の設計では、複数のＵＥが、各クラスタで多重化されうる、また、そのクラスタに
対してサブキャリアの様々なグループを割り当てられうる。各クラスタでは、複数のＵＥ
が、（例えば、シンボル期間３および１０において）そのクラスタの様々なリソース要素
でそれらの復調基準信号を同時に送信しうる。これらのＵＥからの複数の復調基準信号は
、ＦＤＭを通じて互いに対して直交でありうる、また、複数の復調基準信号のために使用
される様々なサブキャリアによって分離されうる。
【００４１】
　第３の設計によって、ＵＥの異なるセットが各クラスタで多重化されることが可能にな
りうる。例えば、任意のＵＥは、クラスタ１でＮ－１個のその他のＵＥと共に、クラスタ
２で同じ又は異なるＮ－１個のその他のＵＥと共に多重化されうる。これは、データ伝送
のためにＵＥをスケジューリングする際の、さらなる柔軟性を提供しうる。例えば、その
他複数のＵＥは、任意のＵＥとの直交性を損なうことなく、任意のクラスタでスケジュー
リングされうる。更に、Ｍ個の非連続的なクラスタ全ての代わりに、１又はいくつかのク
ラスタ上で優れた空間分離を有するＵＥを識別することが容易になりうる。このように、
第３の設計はＵＥのスケジューリングを簡略化しうる。
【００４２】
　ＵＥは、例えば図３に図示されたように、各スロットの１つのシンボル期間においてＭ
個の非連続的なクラスタで復調基準信号を送信しうる。これは、静的でより低いドップラ
ーチャネルに対して優れた性能を提供しうる。ＵＥは移動式でありうる、また、より高い
ドップラーが存在しうる。ＵＥは、ｅＮＢがより高いドップラーによって無線チャネルに
おいて時間変化を獲得できるようにするために、サブフレームの２つよりも多いシンボル
期間において復調基準信号を送信しうる。これは、高いドップラーのシナリオにおいて性
能を向上させうる。
【００４３】
　図７は、高いドップラーについて、複数（Ｍ個）の非連続的なクラスタでデータおよび
復調基準信号を送信する設計を図示する。ＵＥは、Ｍ個の非連続的なクラスタを割り当て
られうる。図７に図示される設計において、ＵＥは、サブフレームのシンボル期間１、５
、８、および１２の各々において復調基準信号を送信し、サブフレームの残りのシンボル
期間の各々においてデータを送信しうる。
【００４４】
　図７は、ＵＥが各スロットのうちの２つのシンボル期間、あるいはサブフレームのうち
の４つのシンボル期間において復調基準信号を送信しうる設計を図示する。別の設計では
、ＵＥは、例えば、各スロットの２番目、４番目、および６番目のシンボルにおいて、各
スロットの３つのシンボル期間において、復調基準信号を送信しうる。更に別の設計では
、ＵＥは、例えば、サブフレームのシンボル期間２、６、および１１において、サブフレ
ームのうちの３つのシンボル期間において、復調基準信号を送信しうる。ＵＥはまた、ス
ロットあるいはサブフレームのうちの、より少ないあるいはより多くのシンボル期間にお
いて復調基準信号を送信しうる。
【００４５】
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　ＵＥは、様々なやり方で、高いドップラーに対処するためにスロットのうちの複数のシ
ンボル期間において復調基準信号を送信しうる。一設計では、ＵＥは、上述された第１、
第２、あるいは第３の設計に基づいて、各シンボル期間において復調基準信号を送信しう
る。別の設計では、ＵＥは、復調基準信号が送信される各シンボル期間において、データ
と共に復調基準信号を多重化しうる。この設計は基準信号のオーバヘッドを低減しうる。
例えば、ＵＥは各クラスタの第１の部分における復調基準信号および第２の部分における
データを多重化しうる。第１および第２の部分は、時間領域における様々なシンボル期間
、周波数領域における様々なサブキャリア、あるいはその他何らかのリソースに対応しう
る。第１の部分が第２の部分に等しい場合、図７における復調基準信号のためのオーバヘ
ッドは、図３における復調基準信号のためのオーバヘッドに等しくなりうる。第１および
第２の部分はまた、設定可能であり、チャネル条件および／あるいはその他のファクタに
基づいて選択されうる。ＵＥは、適切な長さのＲＳシーケンスに基づいて、各クラスタの
第１の部分における伝送のための復調基準信号を生成しうる。様々な長さの新たなコンピ
ュータ生成型シーケンスは、様々な（例えば、設定可能な）長さのＲＳシーケンスを導出
するために生成および使用されうる。サブフレームのうちのより多くのシンボル期間にお
いて復調基準信号を送信することは、例えば、高いドップラーに対処するための向上され
たチャネル推定や、周波数および時間トラッキングループの向上された性能などを含む様
々なメリットを提供しうる。
【００４６】
　ＵＥは、１又は複数（Ｔ個）のアンテナを装備しうる、また、様々なやり方でＴ個のア
ンテナから１又は複数の復調基準信号を送信しうる。一設計では、ＵＥは各アンテナに対
して様々なＲＳシーケンスを割り当てられうる。ＵＥは、そのアンテナのためのＲＳシー
ケンスに基づいて、各アンテナのための復調基準信号を生成しうる。ＵＥはその後、Ｔ個
のアンテナからＴ個の復調基準信号を同時に送信しうる。この設計によって、ｅＮＢは、
そのアンテナから送信された復調基準信号に基づいて、ＵＥの各アンテナのためのチャネ
ル推定値を取得することができる。この設計によってまた、ＵＥは、データストリームを
Ｔ個まで、Ｔ個のアンテナから同時に送信することができる。各データストリームは、例
えば、コードワード、データパケット、トランスポートブロックなどに対応しうる。
【００４７】
　別の設計では、ＵＥが複数（Ｔ個）のアンテナを装備している場合に、このＵＥは事前
符号化を用いてＳ個のレイヤで１又は複数（Ｓ個）の復調基準信号を送信しうる。ここで
、一般的に、Ｓ≦Ｔである。各レイヤは、Ｔ個のアンテナに適用された事前符号化ベクト
ルによって形成されたビームあるいは空間チャネルに対応する。ＵＥは、（各アンテナの
代わりに）各レイヤに対して様々なＲＳシーケンスを割り当てられうる。ＵＥは、以下に
示されるように、そのレイヤのためのＲＳシーケンスに基づいて、各レイヤのための復調
基準信号を生成しうる。　
　　　　　ｘ（ｋ）　＝Ｐｒ（ｋ）　　　　　式（２）　
　ここで、ｒ（ｋ）は、リソース要素ｋのＳ個のレイヤで送信されるＳ個の基準シンボル
を有するＳ×１ベクトルであり、　
　　　　　Ｐは、Ｔ×Ｓ事前符号化行列であり、また、　
　　　　　ｘ（ｋ）は、Ｔ個のアンテナのためのＴ個の出力シンボルを有するＴ×１ベク
トルである。　
　ＵＥは、事前符号化を用いてＳ個のレイヤでＳ個の復調基準信号を同時に送信しうる。
【００４８】
　事前符号化行列は、様々なやり方で選択されうる。周波数分割二重通信（ＦＤＤ）シス
テムでは、下りリンクおよび上りリンクは異なる周波数チャネルを割り付けられうる、ま
た、下りリンクチャネル応答は、上りリンクチャネル応答には一致しない場合がある。こ
の場合、事前符号化行列は、事前符号化行列のコードブックからＵＥによって選択されう
る、また、選択された事前符号化行列のインデックスを送ることによって、ｅＮＢに運ば
れうる。時分割多二重通信（ＴＤＤ）システムでは、下りリンクおよび上りリンクは同じ
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周波数チャネルを共有しうる、また、下りリンクチャネル応答は、上りリンクチャネル応
答と高度に相関しうる。この場合において、事前符号化行列は任意のやり方で定義されう
る、また、コードブックにおけるものに制限されないこともある。
【００４９】
　事前符号化は、Ｓ個の復調基準信号が複数（Ｍ個）の非連続的なクラスタで送信される
場合に、上述された第１、第２、および第３の設計と組み合わせて使用されうる。第１の
設計では、単一のＲＳシーケンスが、各レイヤに対してＵＥに割り当てられうる、また、
Ｍ個の非連続的な全てのクラスタ上でそのレイヤのための復調基準信号を生成するために
使用されうる。第２の設計では、個別のＲＳシーケンスは、各クラスタ中に各レイヤに対
してＵＥに割り当てられ、そのクラスタ中にそのレイヤのための復調基準信号を生成する
ために使用されうる。第３の設計では、ＵＥは、そのＵＥに割り当てられたサブキャリア
でＳ個の復調基準信号を送信しうる。これは、Ｍ個の非連続的なクラスタのための全ての
サブキャリアからなるサブセットでありうる。
【００５０】
　復調基準信号の事前符号化は、品質の悪いチャネル条件が原因でより少ないデータスト
リーム（例えば、１データストリーム）が送られるだろうランク落ち（rank deficient）
シナリオにおいて有益でありうる。事前符号化を用いる場合、ＵＥに割り当てられるＲＳ
シーケンスの数は、（ＵＥにおけるアンテナの数の代わりに）レイヤの数によって決定さ
れうる。この複数のＲＳシーケンスが、ベースシーケンスの様々なサイクリックシフトで
ある場合、より少ないレイヤでより少ない復調基準信号を送信することによって、より大
きなサイクリックシフト分離が取得されうる。
【００５１】
　図８は、無線通信システムにおいて基準信号を送信するための処理８００の設計を示す
。処理８００は、（以下に説明されるように）ＵＥによって、あるいはその他なんらかの
エンティティによって実行されうる。ＵＥは、少なくとも１つのＲＳシーケンスに基づい
て、複数の非連続的なリソースクラスタのための基準信号（例えば、復調基準信号）を生
成しうる（ブロック８１２）。各クラスタは、１又は複数のリソースブロックを含みうる
、また、連続的なサブキャリアのセットをカバーしうる。ＵＥは、ＣＤＭあるいはＦＤＭ
を用いて基準信号を生成しうる。基準信号がＣＤＭを用いて生成される場合、少なくとも
１つのＲＳシーケンスの全長は、複数の非連続的なクラスタの全長に基づいて（例えば、
それに一致するように）決定されうる。基準信号がＦＤＭを用いて生成される場合、この
基準信号は、複数の非連続的なクラスタのための全てのサブキャリアからなるサブセット
にマッピングされうる。
【００５２】
　上述された第１の設計では、ＵＥは、複数の非連続的なクラスタの全長に一致する長さ
を有する単一のＲＳシーケンスに基づいて、ＣＤＭを用いて基準信号を生成しうる。ＵＥ
は、単一のＲＳシーケンスの割当を受信しうる。これは、使用のために利用可能なＲＳシ
ーケンスのセットから選択されうる。複数のＵＥは、ＲＳシーケンスのセットにおける様
々なＲＳシーケンスに基づいて、複数の非連続的なクラスタでそれらの基準信号を同時に
送信することができる。
【００５３】
　上述された第２の設計では、ＵＥは、複数の非連続的なクラスタの各々のために、１つ
のＲＳシーケンスに基づいて、ＣＤＭを用いて基準信号を生成しうる。各クラスタのため
のＲＳシーケンスは、そのクラスタの長さに一致する長さを有しうる。ＵＥは、複数の非
連続的なクラスタの各々のためのＲＳシーケンスの割当を受信しうる。各クラスタのため
のＲＳシーケンスは、そのクラスタのために利用可能なＲＳシーケンスのセットから選択
されうる。複数のＵＥが、そのクラスタのために利用可能なＲＳシーケンスのセットにお
ける様々なＲＳシーケンスに基づいて、各クラスタでそれらの基準信号を同時に送信しう
る。一般的に、ＣＤＭに関しては、ＵＥは１又は複数のＲＳシーケンスを割り当てられう
る。各ＲＳシーケンスは、ＲＳシーケンスのセットから選択されうる、また、１又は複数
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のクラスタのための基準信号を生成するために使用されうる。
【００５４】
　上述された第３の設計では、ＵＥは、ＦＤＭを用いて基準信号を生成しうる、また、複
数の非連続的なクラスタのための全てのサブキャリアからなるサブセットで基準信号を送
信しうる。少なくとも１つのその他のＵＥが、複数の非連続的なクラスタのための残りの
サブキャリアで、少なくとも１つのその他の基準信号を送信しうる。一設計では、全ての
サブキャリアからなるサブセットは、複数の非連続的なクラスタのための全てのサブキャ
リアのうちの、Ｎサブキャリアおきのサブキャリアを備える。ここで、図６に図示された
ように、Ｎは１より大きい。
【００５５】
　一設計では、少なくとも１つのＲＳシーケンスが、少なくとも１つのコンピュータ生成
型シーケンス、少なくとも１つのＺａｄｏｆｆ－Ｃｈｕシーケンス、あるいは少なくとも
１つのその他のシーケンスに基づいて生成されうる。一設計では、少なくとも１つのＲＳ
シーケンスは、少なくとも１つのベースシーケンスの少なくとも１つのサイクリックシフ
トに基づいて生成されうる、例えば、各ＲＳシーケンスは、対応するベースシーケンスの
サイクリックシフトに基づいて生成されうる。
【００５６】
　ＵＥは、複数の非連続的なクラスタで基準信号を送信しうる（ブロック８１４）。一設
計では、ＵＥは単一のアンテナから基準信号を送信しうる。一設計では、ＵＥは、事前符
号化を用いて基準信号を生成しうる、また、複数のアンテナから１つのレイヤで基準信号
を送信しうる。一設計では、ＵＥは、例えば、図３に図示されるように、サブフレームの
各スロットのうちの１つのシンボル期間において基準信号を送信しうる。別の設計では、
ＵＥは、例えば、図７に図示されたように各スロットのうちの２つのシンボル期間におい
てといったように、サブフレームのうちの少なくとも３つのシンボル期間において複数の
非連続的なクラスタで基準信号を送信しうる。
【００５７】
　一設計では、ＵＥは、複数のアンテナから複数の基準信号を送信しうる。ＵＥは、ブロ
ック８１４において、第１のアンテナから基準信号を送信しうる。ＵＥは、少なくとも１
つの追加のＲＳシーケンスに基づいて、複数の非連続的なクラスタのための第２の基準信
号を生成しうる。ＵＥは、第２のアンテナから複数の非連続的なクラスタで第２の基準信
号を送信しうる。ＵＥはまた、１又は複数の追加のＲＳシーケンスを使用して１又は複数
の追加のアンテナから１又は複数の追加の基準信号を送信しうる。異なる複数のアンテナ
のために使用されるＲＳシーケンスは、少なくとも１つのベースシーケンスの異なる複数
のサイクリックシフトでありうる。
【００５８】
　一設計では、ＵＥは、例えば、シンボル期間３および１０を除くサブフレームの全ての
シンボル期間において、複数の非連続的なクラスタにおけるリソース要素の第１のセット
でデータを送信しうる（ブロック８１６）。ＵＥは、例えば、シンボル期間３および１０
において、複数の非連続的なクラスタにおけるリソース要素の第２のセットで基準信号を
送信しうる。このＵＥを含む複数のＵＥは、例えば、ＣＤＭあるいはＦＤＭを用いずに、
リソース要素の第１のセットで複数のデータを同時に送信しうる。これらの複数のＵＥは
、例えば、ＣＤＭあるいはＦＤＭを用いて、リソース要素の第２のセットでそれらの基準
信号を同時に送信しうる。
【００５９】
　図９は、無線通信システムにおいて基準信号を送信するための装置９００の設計を示す
。装置９００は、少なくとも１つのＲＳシーケンスに基づいて複数の非連続的なリソース
クラスタのための基準信号を生成するためのモジュール９１２を含み、なお、基準信号が
ＣＤＭを用いて生成される場合、少なくとも１つのＲＳシーケンスの全長は、複数の非連
続的なクラスタの全長に基づいて決定され、また、基準信号がＦＤＭを用いて生成される
場合、この基準信号は、複数の非連続的なクラスタのための全てのサブキャリアからなる
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サブセットにマッピングされる。装置９００は更に、（例えば、リソース要素の第１のセ
ットで）複数の非連続的なクラスタで基準信号を送信するためのモジュール９１４と、（
例えば、リソース要素の第２のセットで）複数の非連続的なクラスタでデータを送信する
ためのモジュール９１６とを含む。
【００６０】
　図１０は、無線通信システムにおいて基準信号を受信するための処理１０００の設計を
示す。処理１０００は、（以下に説明されるように）基地局／ｅＮＢによって、あるいは
、その他何らかエンティティによって実行されうる。基地局は、ＵＥから、複数の非連続
的なリソースクラスタで基準信号（例えば、復調基準信号）を受信しうる（ブロック１０
１２）。各クラスタは、１又は複数のリソースブロックを含みうる、また、連続的なサブ
キャリアのセットをカバーしうる。
【００６１】
　基地局は、受信された基準信号を少なくとも１つのＲＳシーケンスに基づいて処理して
、ＵＥから基地局への無線チャネルのためのチャネル推定値を取得しうる（ブロック１０
１４）。基準信号は、ＣＤＭあるいはＦＤＭを用いて生成されうる。基準信号がＣＤＭを
用いて生成される場合、少なくとも１つのＲＳシーケンスの全長は、複数の非連続的なク
ラスタの全長に基づいて（例えば、それに一致するように）決定されうる。基準信号がＦ
ＤＭを用いて生成される場合、この基準信号は複数の非連続的なクラスタのための全ての
サブキャリアからなるサブセットにマッピングされうる。
【００６２】
　上述された第１の設計では、基準信号は、ＵＥによってＣＤＭを用いて生成されうる。
基地局は、複数の非連続的なクラスタの全長に一致する長さを有する単一のＲＳシーケン
スに基づいて、受信された基準信号を処理しうる。上述された第２の設計では、基準信号
は、ＵＥによってＣＤＭを用いて生成されうる。基地局は、複数の非連続的なクラスタの
各々のための１つのＲＳシーケンスに基づいて、受信された基準信号を処理しうる。各ク
ラスタのためのＲＳシーケンスは、それらのクラスタの長さに一致する長さを有しうる。
一般的に、基地局は、１又は複数のＲＳシーケンスに基づいて、受信された基準信号を処
理しうる、また、各ＲＳシーケンスは１又は複数のクラスタをカバーしうる
　上述された第３の設計では、基準信号は、ＵＥによってＦＤＭを用いて生成されうる。
基地局は、複数の非連続的なクラスタのための全てのサブキャリアからなるサブセットで
ＵＥから基準信号を受信しうる。基地局は、複数の非連続的なクラスタのための残りのサ
ブキャリアで、少なくとも１つのその他のＵＥから少なくとも１つのその他の基準信号を
受信しうる。全てのサブキャリアからなるサブセットは、例えば、図６に図示されるよう
に、複数の非連続的なクラスタのための全てのサブキャリアのうちの、Ｎサブキャリアお
きのサブキャリアを備える。
【００６３】
　一設計では、基準信号は、例えば図３に図示されたように、サブフレームの各スロット
のうちの１つのシンボル期間において送信されうる。基地局は、各スロットのためのチャ
ネル推定値を、そのスロットにおいて受信された基準信号に基づいて導出しうる。一設計
では、基地局は、例えば図７に図示されるように、サブフレームのうちの少なくとも３つ
のシンボル期間において、複数の非連続的なクラスタで基準信号を受信しうる。基地局は
、より多くのシンボル期間において受信された基準信号に基づいて、サブフレームにわた
ってチャネル推定値を導出しうる。
【００６４】
　一設計では、基準信号は、ＵＥにおいて単一のアンテナから送信されうる。基地局は、
受信された基準信号に基づいて単一のアンテナのためのチャネル推定値を導出しうる。別
の設計では、基準信号は事前符号化を用いて生成され、ＵＥにおいて複数のアンテナから
送信されうる。基地局は、受信された基準信号を処理して、基準信号が送信されるレイヤ
のためのチャネル推定値を取得しうる。
【００６５】
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　更に別の設計では、複数の基準信号は、ＵＥにおいて複数のアンテナから送信されうる
。基地局は、ブロック１０１４において、受信された基準信号を処理して、この基準信号
の送信元である第１のアンテナのためのチャネル推定値を取得しうる。基地局は、複数の
非連続的なクラスタで第２の基準信号を受信しうる。基地局は、少なくとも１つの追加の
ＲＳシーケンスに基づいて第２の受信された基準信号を処理して、第２の基準信号の送信
元である第２のアンテナのための第２のチャネル推定値を取得しうる。
【００６６】
　基地局は、複数の非連続的なクラスタにおけるリソース要素の第１のセットでＵＥから
データ伝送を受信しうる（ブロック１０１６）。基地局は、複数の非連続的なクラスタに
おけるリソース要素の第２のセットでＵＥから基準信号を受信しうる。基地局は、チャネ
ル推定値に基づいて、受信されたデータ伝送のための復調を実行しうる（ブロック１０１
８）。
【００６７】
　図１１は、無線通信システムにおいて基準信号を受信するための装置１１００の設計を
示す。装置１１００は、クラスタの各々が連続的なサブキャリアのセットをカバーする、
（例えば、リソース要素の第１のセットで）複数の非連続的なリソースクラスタで基準信
号を受信するためのモジュール１１１２と、少なくとも１つのＲＳシーケンスに基づいて
、受信された基準信号を処理してチャネル推定値を取得するためのモジュール１１１４と
を含み、なお、基準信号がＣＤＭを用いて生成される場合、少なくとも１つのＲＳシーケ
ンスの全長は複数の非連続的なクラスタの全長に基づいて（例えば、それに一致するよう
に）決定され、また、基準信号がＦＤＭを用いて生成される場合、この基準信号は、複数
の非連続的なクラスタのための全てのサブキャリアからなるサブセットにマッピングされ
る。装置１１００は更に、（例えば、リソース要素の第２のセットで）複数の非連続的な
クラスタでデータ伝送を受信するためのモジュール１１１６と、チャネル推定値に基づい
て、受信されたデータ伝送のための復調を実行するためのモジュール１１１８とを含む。
【００６８】
　図９および図１１におけるモジュールは、例えば、プロセッサ、電気デバイス、ハード
ウェアデバイス、電気的コンポーネント、論理回路、メモリ、ソフトウェアコード、ファ
ームウェアコードなど、あるいはそれらの組合せを備えうる。
【００６９】
　図１２は、図１における複数のｅＮＢのうちの１つおよび複数のＵＥのうちの１つであ
りうる基地局／ｅＮＢ１１０およびＵＥ１２０の設計のブロック図を示す。ＵＥ１２０は
、Ｔ個のアンテナ１２３４ａ乃至１２３４ｔを装備しうる、また、基地局１１０は、Ｒ個
のアンテナ１２５２ａ乃至１２５２ｒを装備しうる。ここで一般的に、Ｔ≧１であり、ま
た、Ｒ≧１である。
【００７０】
　ＵＥ１２０において、送信プロセッサ１２２０は、データソース１２１２からデータを
受信し、コントローラ／プロセッサ１２４０から制御情報を受信しうる。送信プロセッサ
１２２０は、データおよび制御情報を処理（例えば、エンコード、インタリーブ、および
シンボルマッピング）し、データシンボルおよび制御シンボルをそれぞれ提供しうる。送
信プロセッサ１２２０は、ＵＥ１２０に割り当てられた１又は複数のＲＳシーケンスに基
づいて、複数の非連続的なクラスタのための１又は複数の復調基準信号を生成しうる、ま
た、基準シンボルを提供しうる。送信（ＴＸ）多重入力多重出力（ＭＩＭＯ）プロセッサ
１２３０は、送信プロセッサ１１２０から、データシンボル、制御シンボル、および／あ
るいは基準シンボルに空間処理（例えば、事前符号化）を実行し、もし適用可能であれば
、Ｔ個の出力シンボルストリームをＴ個の変調器（ＭＯＤ）１２３２ａ乃至１２３２ｔに
提供しうる。各変調器１２３２は、それぞれの出力シンボルストリーム（例えば、ＳＣ－
ＦＤＭＡやＯＦＤＭなど）を処理して、出力サンプルストリームを取得しうる。各変調器
１２３２は更に、出力サンプルストリームを処理（例えば、アナログにコンバート、増幅
、フィルタ、およびアップコンバート）して、上りリンク信号を取得しうる。変調器１２
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３２ａ乃至１２３２ｔからのＴ個の上りリンク信号は、Ｔ個のアンテナ１２３４ａ乃至１
２３４ｔによってそれぞれ送信されうる。
【００７１】
　基地局１１０において、アンテナ１２５２ａ乃至１２５２ｒは、ＵＥから上りリンク信
号を受信し、受信された信号を復調器（ＤＥＭＯＤ）１２５４ａ乃至１２５４ｒにそれぞ
れ提供しうる。各復調器１２５４は、それぞれの受信された信号を調整（例えば、フィル
タ、増幅、ダウンコンバート、およびデジタル化）して、受信されたサンプルを取得する
。各復調器１２５４は更に、受信されたサンプルを処理して、受信されたシンボルを取得
しうる。チャネルプロセッサ／ＭＩＭＯ検出器１２５６は、Ｒ個の復調器１２５４ａ乃至
１２５４ｒの全てから、受信されたシンボルを取得しうる。チャネルプロセッサ１２５６
は、ＵＥ１２０から受信された復調基準信号に基づいて、ＵＥ１２０から基地局１１０へ
の無線チャネルのためのチャネル推定値を導出しうる。ＭＩＭＯ検出器１２５６は、チャ
ネル推定値に基づいて、受信されたシンボルにＭＩＭＯ検出／復調を実行しうる、また、
検出されたシンボルを提供しうる。受信プロセッサ１２５８は、検出されたシンボルを処
理（例えば、シンボルデマッピング、デインタリーブ、およびデコード）し、デコードさ
れたデータをデータシンク１２６０に提供し、デコードされた制御情報をコントローラ／
プロセッサ１２８０に提供しうる。
【００７２】
　下りリンクでは、基地局１１０において、データソース１２６２からのデータと、コン
トローラ／プロセッサ１２８０からの制御情報とが送信プロセッサ１２６４によって処理
され、適用可能であればＴＸ　ＭＩＭＯプロセッサ１２６６によって事前符号化され、変
調器１２５４ａ乃至１２５４ｒによって調整され、ＵＥ１２０に対して送信されうる。Ｕ
Ｅ１２０において、ＵＥ１２０に対して送られるデータおよび制御情報を取得するために
、基地局１１０からの下りリンク信号は、アンテナ１２３４によって受信され、復調器１
２３２によって調整され、チャネル推定器／ＭＩＭＯ検出器１２３６によって処理され、
受信プロセッサ１２３８によって更に処理されうる。プロセッサ１２３８は、デコードさ
れたデータをデータシンク１２３９に提供し、デコードされた制御情報をコントローラ／
プロセッサ１２４０に提供しうる。
【００７３】
　コントローラ／プロセッサ１２４０、１２８０は、ＵＥ１２０および基地局１１０にお
いてそれぞれ動作を指示する。プロセッサ１２２０、プロセッサ１２４０、および／ある
いはＵＥ１２０におけるその他のプロセッサとモジュールは、図８における処理８００お
よび／あるいは本明細書において説明される技術のためのその他の処理を実行あるいは指
示しうる。プロセッサ１２５６、プロセッサ１２８０、および／あるいは基地局１１０に
おけるその他のプロセッサとモジュールは、図１０における処理１０００および／あるい
は本明細書において説明される技術のためのその他の処理を実行あるいは指示しうる。メ
モリ１２４２、１２８２は、ＵＥ１２０および基地局１１０のためのデータおよびプログ
ラムコードをそれぞれ格納しうる。スケジューラ１２８４は、下りリンクおよび／あるい
は上りリンク伝送のためにＵＥをスケジューリングしうる、また、スケジューリングされ
たＵＥのためのリソースの割付（例えば、複数の非連続的なクラスタの割当、復調基準信
号のためのＲＳシーケンス、など）を提供しうる。
【００７４】
　図１３は、１つのアンテナからの複数の非連続的なクラスタでの伝送のために復調基準
信号を生成しうる送信機１３００の設計のブロック図である。送信機１３００は、図１２
におけるＵＥ１２０における送信プロセッサ１２２０および変調器１２３２ａによって実
現されうる。送信機１３００において、ＲＳシーケンス生成器１３１２は、復調基準信号
のための１又は複数のＲＳシーケンスを生成しうる。第１の設計では、生成器１３１２は
、ＵＥ１２０に割り当てられる長さＬの単一のＲＳシーケンスを生成しうる。第２の設計
では、生成器１３１２は、Ｍ個の非連続的なクラスタのためにＵＥ１２０に割り当てられ
るＭ個のＲＳシーケンスを生成しうる。一般的に、生成器５１２は、Ｍ個の非連続的なク
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ラスタのためにＵＥ１２０に割り当てられる１又は複数のＲＳシーケンスを生成しうる。
【００７５】
　シンボル対サブキャリアマッピング器１３１４は、生成器１３１２から１又は複数のＲ
Ｓシーケンスを受信しうる、また、（複数の）ＲＳシーケンスにおける基準シンボルをＭ
個の非連続的なクラスタのためのサブキャリアにマッピングしうる。第１の設計では、マ
ッピング器１３１４は、単一のＲＳシーケンスを受信しうる、また、このＲＳシーケンス
におけるＬ個の基準シンボルを、Ｍ個の非連続的なクラスタのためのＬ個のサブキャリア
にマッピングしうる。第２の設計では、マッピング器１３１４は、Ｍ個のＲＳシーケンス
を受信しうる、また、各ＲＳシーケンスにおけるＬｍ個のシンボルを、対応するクラスタ
ｍのためのＬｍ個のサブキャリアにマッピングしうる。一般的に、マッピング器１３１４
は、１又は複数のＲＳシーケンスを受信しうる、また、各ＲＳシーケンスにおけるシンボ
ルを、１又は複数のクラスタにおける割り当てられたサブキャリアにマッピングしうる。
マッピング器１３１４はまた、伝送のために使用されない残りのサブキャリアの各々にゼ
ロシンボルをマッピングしうる。
【００７６】
　ユニット１３１６は、Ｋ個の全サブキャリアに対してマッピングされたＫ個のシンボル
を受信し、Ｋ個のマッピングされたシンボルにＫポイントの高速逆フーリエ変換（ＩＦＦ
Ｔ）を実行し、Ｋ個の時間領域出力サンプルを提供しうる。サイクリックプレフィックス
生成器４１８は、Ｋ個の出力サンプルの最後のＧ個のサンプルをコピーし、これらＧ個の
サンプルをＫ個の出力サンプルのフロントに付加し、Ｋ＋Ｇ個の出力サンプルを備えるＳ
Ｃ－ＦＤＭＡシンボルを提供しうる。各出力サンプルは、１つのサンプル期間において送
信される複素数値でありうる。サイクリックプレフィックスは、周波数選択性フェージン
グによってもたらされるシンボル間干渉（ＩＳＩ）に対処するために使用されうる。
【００７７】
　当業者は、情報および信号が、任意の様々な異なる技法および技術を使用して表されう
るということを理解するだろう。例えば、上記の説明を通して参照されうるデータ、命令
群、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、およびチップは、電圧、電流、電磁波、
磁界あるいは磁気粒子、光学界または光学粒子、あるいはそれら任意の組み合わせによっ
て表わされうる。
【００７８】
　当業者は更に、本明細書における開示に関連付けて説明された様々な例示的な論理ブロ
ック、モジュール、回路、およびアルゴリズムステップは、電気ハードウェア、コンピュ
ータソフトウェア、あるいはこれら両方の組み合わせとして実現されうるということを理
解するだろう。このハードウェアおよびソフトウェアの互換性を明確に例示するために、
多様な例示的なコンポーネント、ブロック、モジュール、回路、およびステップが、一般
にそれらの機能の観点から上記で説明されている。そのような機能がハードウェアあるい
はソフトウェアのどちらとして実現されるかは、システム全体に課せられている特定のア
プリケーションおよび設計の制約に依存する。当業者は、各特定のアプリケーションのた
めに方式を変化させることによって、述べられた機能性を実施しうるが、こういった実施
の決定は本開示の範囲からの逸脱をまねくものと解釈されるべきではない。
【００７９】
　本明細書における開示に関連付けて説明された多様な例示的な論理ブロック、モジュー
ル、および回路は、汎用プロセッサ、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、特定用途向け
集積回路（ＡＳＩＣ）、フィールドプログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）あるいはそ
の他のプログラマブルロジックデバイス、離散ゲートもしくはトランジスタロジック、離
散ハードウェアコンポーネント、あるいは本明細書において説明された機能を実行するた
めに設計された、それら任意の組合せによって実現あるいは実行されうる。汎用プロセッ
サは、マイクロプロセッサでありうるが、代替例として、任意の従来型のプロセッサ、コ
ントローラ、マイクロコントローラ、あるいはステートマシンでありうる。例えば、ＤＳ
Ｐとマイクロプロセッサの組み合わせ、複数のマイクロプロセッサ、ＤＳＰコアと連結し
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た１、あるいは複数のマイクロプロセッサ、もしくはその他任意のこのような構成のよう
なコンピューティングデバイスの組み合わせとして、プロセッサが実現されうる。
【００８０】
　本明細書における開示に関連付けて説明された方法あるいはアルゴリズムのステップは
、直接ハードウェアにおいて、プロセッサによって実行されるソフトウェアモジュールに
おいて、あるいはそれら２つの組み合わせにおいて実現されうる。ソフトウェアモジュー
ルは、ＲＡＭメモリ、フラッシュメモリ、ＲＯＭメモリ、ＥＰＲＯＭメモリ、ＥＥＰＲＯ
Ｍメモリ、レジスタ、ハードディスク、リムーバブルディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、あるいは
当該技術分野において周知のその他任意の形態の記憶媒体に存在しうる。 典型的な記憶
媒体は、記憶媒体からの情報を読み取り、記憶媒体に情報を書き込むことができるプロセ
ッサのようなプロセッサと結合される。代替例においては、記憶媒体はプロセッサに統合
されうる。プロセッサ及び記憶媒体はＡＳＩＣ内に存在しうる。ＡＳＩＣはユーザ端末内
に存在しうる。代替例においては、プロセッサおよび記憶媒体は離散的なコンポーネント
としてユーザ端末内に存在しうる。
【００８１】
　１または複数の典型的な設計において、説明される機能は、ハードウェア、ソフトウェ
ア、ファームウェア、あるいはそれら任意の組み合わせで実現されうる。ソフトウェアに
おいて実現される場合、機能は、１あるいは複数の命令群あるいはコードとして、コンピ
ュータ読取可能媒体に格納されうる、もしくはそれによって送信されうる。コンピュータ
読取可能媒体は、コンピュータ記憶媒体と、ある場所から別の場所へのコンピュータプロ
グラムの伝達を容易にする任意の媒体を含む通信媒体との両方を含む。記憶媒体は、汎用
コンピュータあるいは特殊用途コンピュータによってアクセスされうる任意の利用可能な
媒体である。限定ではなく例として、このようなコンピュータ読取可能媒体は、ＲＡＭや
、ＲＯＭや、ＥＥＰＲＯＭや、ＣＤ－ＲＯＭもしくはその他の光学ディスク記憶装置や、
磁気ディスク記憶装置もしくはその他の磁気記憶デバイスや、あるいは命令群もしくはデ
ータ構造の形態で希望のプログラムコード手段を伝えるあるいは格納するために使用され
うる、また、汎用あるいは特殊用途コンピュータ、あるいは汎用あるいは特殊用途プロセ
ッサによってアクセスされうる、その他任意の媒体を備えうる。更に、任意のコネクショ
ンが、コンピュータ読取可能媒体と適切に称される。例えば、同軸ケーブルや、光ファイ
バケーブルや、ツイストペアや、デジタル加入者回線（ＤＳＬ）や、あるいは、赤外線、
無線、及びマイクロ波のような無線技術を使用して、ウェブサイト、サーバ、あるいはそ
の他の遠隔ソースからソフトウェアが送信される場合、同軸ケーブルや、光ファイバケー
ブルや、ツイストペアや、ＤＳＬや、あるいは赤外線、無線、及びマイクロ波のような無
線技術は、媒体の定義に含まれる。本明細書で使用されるようなディスク（ｄｉｓｋ）及
びディスク（ｄｉｓｃ）は、コンパクトディスク（ＣＤ）（ｄｉｓｃ）、レーザディスク
（ｄｉｓｃ）、光学ディスク、デジタルバーサタイルディスク（ＤＶＤ）（ｄｉｓｋ）、
フロッピー（登録商標）ディスク（ｄｉｓｋ）及びブルーレイ（登録商標）ディスク（ｄ
ｉｓｃ）を含む。ここで、ディスク（ｄｉｓｋ）は通常データを磁気的に再生する一方、
ディスク（ｄｉｓｃ）はレーザを用いてデータを光学的に再生する。上記のものによる組
合せも、コンピュータ読取可能媒体の範囲内に含まれるべきである。
【００８２】
　本開示の以上の説明は、当業者が本開示を製造あるいは使用できるように提供される。
本開示に対する様々な変形例が当業者に対して容易に明らかになるだろう。また本明細書
で規定された一般的原理は、本開示の精神あるいは範囲から逸脱することなくその他のバ
リエーションに適用されうる。よって、本開示は、本明細書において説明される実例およ
び設計に限定されるように意図されたものではなく、本明細書において開示された原理お
よび新規の特徴と矛盾しない最大範囲であると認められるべきである。
　以下に、本願出願の当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
［Ｃ１］
　無線通信のための方法であって、



(23) JP 5536206 B2 2014.7.2

10

20

30

40

50

　少なくとも１つの基準信号（ＲＳ）シーケンスに基づいて複数の非連続的なリソースク
ラスタのための基準信号を生成することと、なお、各クラスタは、連続的なサブキャリア
のセットをカバーし、前記基準信号は、符号分割多重化（ＣＤＭ）あるいは周波数分割多
重化（ＦＤＭ）を用いて生成され、前記基準信号がＣＤＭを用いて生成される場合、前記
少なくとも１つのＲＳシーケンスの全長は、前記複数の非連続的なクラスタの全長に基づ
いて決定され、前記基準信号がＦＤＭを用いて生成される場合、前記基準信号は、前記複
数の非連続的なクラスタのための全てのサブキャリアからなるサブセットにマッピングさ
れる、
　前記複数の非連続的なクラスタで前記基準信号を送信することと
を備える、方法。
［Ｃ２］
　前記基準信号は、ＣＤＭを用いて生成され、前記基準信号を前記生成することは、前記
複数の非連続的なクラスタの全長に一致する長さを有する単一のＲＳシーケンスに基づい
て前記基準信号を生成することを備える、
［Ｃ１］に記載の方法。
［Ｃ３］
　前記単一のＲＳシーケンスの割当をユーザ機器（ＵＥ）によって受信することを更に備
え、前記ＲＳシーケンスは、使用のために利用可能なＲＳシーケンスのセットから選択さ
れ、複数のＵＥは、前記ＲＳシーケンスのセットにおける様々なＲＳシーケンスに基づい
て、前記複数の非連続的なクラスタで複数の基準信号を同時に送信することができる、
［Ｃ２］に記載の方法。
［Ｃ４］
　前記基準信号は、ＣＤＭを用いて生成され、前記基準信号を前記生成することは、前記
複数の非連続的なクラスタの各々のための１つのＲＳシーケンスに基づいて前記基準信号
を生成することを備え、各クラスタのための前記ＲＳシーケンスは、前記クラスタの長さ
に一致する長さを有する、
［Ｃ１］に記載の方法。
［Ｃ５］
　前記複数の非連続的なクラスタの各々のための前記ＲＳシーケンスの割当をユーザ機器
（ＵＥ）によって受信することを更に備え、各クラスタのための前記ＲＳシーケンスは、
前記クラスタのために前記利用可能なＲＳシーケンスのセットから選択され、複数のＵＥ
は、前記クラスタのために利用可能な前記ＲＳシーケンスのセットにおける様々なＲＳシ
ーケンスに基づいて、各クラスタで複数の基準信号を同時に送信することができる、
［Ｃ４］に記載の方法。
［Ｃ６］
　前記基準信号は、ＦＤＭを用いて生成され、前記複数の非連続的なクラスタのための前
記全てのサブキャリアからなるサブセットでユーザ機器（ＵＥ）によって送信され、少な
くとも１つのその他のＵＥは、前記複数の非連続的なクラスタのための残りのサブキャリ
アで少なくとも１つのその他の基準信号を送信することができる、
［Ｃ１］に記載の方法。
［Ｃ７］
　前記複数の非連続的なクラスタのための前記全てのサブキャリアからなるサブセットは
、前記複数の非連続的なクラスタのためのサブキャリアのうちの、Ｎサブキャリアおきの
サブキャリアを備え、ここで、Ｎは１よりも大きい、
［Ｃ１］に記載の方法。
［Ｃ８］
　前記少なくとも１つのＲＳシーケンスは、少なくとも１つのコンピュータ生成型シーケ
ンスあるいは少なくとも１つのＺａｄｏｆｆ－Ｃｈｕシーケンスに基づいて生成される、
［Ｃ１の方法。
［Ｃ９］
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　前記少なくとも１つのＲＳシーケンスは、少なくとも１つのベースシーケンスの少なく
とも１つのサイクリックシフトに基づいて生成される、
［Ｃ１］に記載の方法。
［Ｃ１０］
　前記基準信号を前記送信することは、複数のシンボル期間を備えるサブフレームのうち
の少なくとも３つのシンボル期間において、前記複数の非連続的なクラスタで前記基準信
号を送信することを備える、
［Ｃ１］に記載の方法。
［Ｃ１１］
　前記基準信号を前記生成することは、複数のアンテナからの１つのレイヤでの伝送のた
めに事前符号化を用いて前記基準信号を生成することを備える、
［Ｃ１］に記載の方法。
［Ｃ１２］
　前記基準信号が第１のアンテナから送信され、前記方法は、
　少なくとも１つの追加のＲＳシーケンスに基づいて前記複数の非連続的なクラスタのた
めの第２の基準信号を生成することと、
　第２のアンテナから前記複数の非連続的なクラスタで前記第２の基準信号を送信するこ
とと、
を更に備える、［Ｃ１］に記載の方法。
［Ｃ１３］
　前記少なくとも１つのＲＳシーケンスおよび前記少なくとも１つの追加のＲＳシーケン
スは、少なくとも１つのベースシーケンスの様々なサイクリックシフトである、
［Ｃ１２］に記載の方法。
［Ｃ１４］
　ユーザ機器（ＵＥ）によって前記複数の非連続的なクラスタにおけるリソース要素の第
１のセットでデータを送信することを更に備え、前記基準信号は、前記複数の非連続的な
クラスタにおけるリソース要素の第２のセットで前記ＵＥによって送信され、前記ＵＥを
含む複数のＵＥは、前記リソース要素の第１のセットで複数のデータを同時に送信し、前
記リソース要素の第２のセットで複数の基準信号を同時に送信する、
［Ｃ１］に記載の方法。
［Ｃ１５］
　無線通信のための装置であって、
　少なくとも１つの基準信号（ＲＳ）シーケンスに基づいて複数の非連続的なリソースク
ラスタのための基準信号を生成するための手段と、なお、各クラスタは、連続的なサブキ
ャリアのセットをカバーし、前記基準信号は符号分割多重化（ＣＤＭ）あるいは周波数分
割多重化（ＦＤＭ）を用いて生成され、前記基準信号がＣＤＭを用いて生成される場合、
前記少なくとも１つのＲＳシーケンスの全長は、前記複数の非連続的なクラスタの全長に
基づいて決定され、前記基準信号がＦＤＭを用いて生成される場合、前記基準信号は、前
記複数の非連続的なクラスタのための全てのサブキャリアからなるサブセットにマッピン
グされる、
　前記複数の非連続的なクラスタで前記基準信号を送信するための手段と、
　を備える装置。
［Ｃ１６］
　前記基準信号は、ＣＤＭを用いて生成され、前記基準信号を生成するための前記手段は
、前記複数の非連続的なクラスタの前記全長に一致する長さを有する単一のＲＳシーケン
スに基づいて前記基準信号を生成するための手段を備える、
［Ｃ１５］に記載の装置。
［Ｃ１７］
　前記基準信号は、ＣＤＭを用いて生成され、前記基準信号を生成するための前記手段は
、前記複数の非連続的なクラスタの各々のための１つのＲＳシーケンスに基づいて前記基
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準信号を生成するための手段を備え、各クラスタのための前記ＲＳシーケンスは、前記ク
ラスタの長さに一致する長さを有する、
［Ｃ１５］に記載の装置。
［Ｃ１８］
　前記基準信号は、ＦＤＭを用いて生成され、また、前記複数の非連続的なクラスタのた
めの前記全てのサブキャリアからなるサブセットでユーザ機器（ＵＥ）によって送信され
、少なくとも１つのその他のＵＥは、前記複数の非連続的なクラスタのための残りのサブ
キャリアで少なくとも１つのその他の基準信号を送信することができる、
［Ｃ１５］に記載の装置。
［Ｃ１９］
　前記基準信号を生成するための前記手段は、複数のアンテナからの１つのレイヤでの伝
送のために事前符号化を用いて前記基準信号を生成するための手段を備える、
［Ｃ１５］に記載の装置。
［Ｃ２０］
　ユーザ機器（ＵＥ）によって前記複数の非連続的なクラスタにおけるリソース要素の第
１のセットでデータを送信するための手段を更に備え、前記基準信号は、前記複数の非連
続的なクラスタにおけるリソース要素の第２のセットで前記ＵＥによって送信され、前記
ＵＥを含む複数のＵＥは、前記リソース要素の第１のセットで複数のデータを同時に送信
し、前記リソース要素の第２のセットで複数の基準信号を同時に送信する、
［Ｃ１５］に記載の装置。
［Ｃ２１］
　無線通信のための装置であって、
　少なくとも１つの基準信号（ＲＳ）シーケンスに基づいて複数の非連続的なリソースク
ラスタのための基準信号を生成し、前記複数の非連続的なクラスタで前記基準信号を送信
するように構成された少なくとも１つのプロセッサを備え、各クラスタは、連続的なサブ
キャリアのセットをカバーし、前記基準信号は、符号分割多重化（ＣＤＭ）あるいは周波
数分割多重化（ＦＤＭ）を用いて生成され、前記基準信号がＣＤＭを用いて生成される場
合、前記少なくとも１つのＲＳシーケンスの全長は、前記複数の非連続的なクラスタの全
長に基づいて決定され、前記基準信号がＦＤＭを用いて生成される場合、前記基準信号は
、前記複数の非連続的なクラスタのための全てのサブキャリアからなるサブセットにマッ
ピングされる、
装置。
［Ｃ２２］
　前記少なくとも１つのプロセッサは、前記複数の非連続的なクラスタの前記全長に一致
する長さを有する単一のＲＳシーケンスに基づいて、ＣＤＭを用いて前記基準信号を生成
するように構成される、
［Ｃ２１］に記載の装置。
［Ｃ２３］
　前記少なくとも１つのプロセッサは、前記複数の非連続的なクラスタの各々のための１
つのＲＳシーケンスに基づいて、ＣＤＭを用いて前記基準信号を生成するように構成され
、各クラスタのための前記ＲＳシーケンスは、前記クラスタの長さに一致する長さを有す
る、
［Ｃ２１］に記載の装置。
［Ｃ２４］
　前記少なくとも１つのプロセッサは、ＦＤＭを用いて前記基準信号を生成し、前記基準
信号を、前記複数の非連続的なクラスタのための前記全てのサブキャリアからなるサブセ
ットでユーザ機器（ＵＥ）から送信するように構成され、少なくとも１つのその他のＵＥ
は、前記複数の非連続的なクラスタのための残りのサブキャリアで少なくとも１つのその
他の基準信号を送信することができる、
［Ｃ２１］に記載の装置。
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［Ｃ２５］
　前記少なくとも１つのプロセッサは、事前符号化を用いて前記基準信号を生成し、前記
基準信号を、複数のアンテナから１つのレイヤで送信するように構成された、
［Ｃ２１］に記載の装置。
［Ｃ２６］
　前記少なくとも１つのプロセッサは、ユーザ機器（ＵＥ）から、前記複数の非連続的な
クラスタにおけるリソース要素の第１のセットでデータを送信し、前記ＵＥから、前記複
数の非連続的なクラスタにおけるリソース要素の第２のセットで前記基準信号を送信する
ように構成され、前記ＵＥを含む複数のＵＥは、前記リソース要素の第１のセットで複数
のデータを同時に送信し、前記リソース要素の第２のセットで複数の基準信号を同時に送
信する、
［Ｃ２１］に記載の装置。
［Ｃ２７］
　コンピュータ読取可能な媒体を備えるコンピュータプログラム製品であって、
　前記コンピュータ読取可能な媒体は、
　少なくとも１つのコンピュータに、少なくとも１つの基準信号（ＲＳ）シーケンスに基
づいて複数の非連続的なリソースクラスタのための基準信号を生成させるコードと、なお
、各クラスタは、連続的なサブキャリアのセットをカバーし、前記基準信号は、符号分割
多重化（ＣＤＭ）あるいは周波数分割多重化（ＦＤＭ）を用いて生成され、前記基準信号
がＣＤＭを用いて生成される場合、前記少なくとも１つのＲＳシーケンスの全長は、前記
複数の非連続的なクラスタの全長に基づいて決定され、前記基準信号がＦＤＭを用いて生
成される場合、前記基準信号は、前記複数の非連続的なクラスタのための全てのサブキャ
リアからなるサブセットにマッピングされる、
　前記少なくとも１つのコンピュータに、前記複数の非連続的なクラスタで前記基準信号
を送信させるコードと
を備える、コンピュータプログラム製品。
［Ｃ２８］
　無線通信のための方法であって、
　クラスタの各々が連続的なサブキャリアのセットをカバーする、複数の非連続的なリソ
ースクラスタで基準信号を受信することと、
　チャネル推定値を取得するために、少なくとも１つの基準信号（ＲＳ）シーケンスに基
づいて、前記受信された基準信号を処理することと
　を備え、前記基準信号は、符号分割多重化（ＣＤＭ）あるいは周波数分割多重化（ＦＤ
Ｍ）を用いて生成され、前記基準信号がＣＤＭを用いて生成される場合、前記少なくとも
１つのＲＳシーケンスの全長は、前記複数の非連続的なクラスタの全長に基づいて決定さ
れ、前記基準信号がＦＤＭを用いて生成される場合、前記基準信号は、前記複数の非連続
的なクラスタのための全てのサブキャリアからなるサブセットにマッピングされる、
方法。
［Ｃ２９］
　前記基準信号は、ＣＤＭを用いて生成され、前記受信された基準信号を前記処理するこ
とは、前記複数の非連続的なクラスタの前記全長に一致する長さを有する単一のＲＳシー
ケンスに基づいて、前記受信された基準信号を処理することを備える、
［Ｃ２８］に記載の方法。
［Ｃ３０］
　前記基準信号は、ＣＤＭを用いて生成され、前記受信された基準信号を前記処理するこ
とは、前記複数の非連続的なクラスタの各々のための１つのＲＳシーケンスに基づいて、
前記受信された基準信号を処理することを備え、各クラスタのための前記ＲＳシーケンス
は、前記クラスタの長さに一致する長さを有する、
［Ｃ２８］に記載の方法。
［Ｃ３１］
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　前記基準信号は、ＦＤＭを用いて生成され、また、前記複数の非連続的なクラスタのた
めの前記全てのサブキャリアからなるサブセットで、ユーザ機器（ＵＥ）から受信され、
前記方法は、
　前記複数の非連続的なクラスタのための残りのサブキャリアで、少なくとも１つのその
他のＵＥから少なくとも１つのその他の基準信号を受信することを更に備える、
［Ｃ２８］に記載の方法。
［Ｃ３２］
　前記複数の非連続的なクラスタのための前記全てのサブキャリアからなるサブセットは
、前記複数の非連続的なクラスタのための全てのサブキャリアのうちの、Ｎサブキャリア
おきのサブキャリアを備え、ここで、Ｎは１よりも大きい、
［Ｃ２８］に記載の方法。
［Ｃ３３］
　前記基準信号を前記受信することは、複数のシンボル期間を備えるサブフレームのうち
の少なくとも３つのシンボル期間において、前記複数の非連続的なクラスタで前記基準信
号を受信することを備える、
［Ｃ２８］に記載の方法。
［Ｃ３４］
　前記基準信号は、事前符号化を用いて生成され、また、複数のアンテナから送信され、
前記受信された基準信号を前記処理することは、前記基準信号が送信されるレイヤのため
のチャネル推定値を取得するために、前記受信された基準信号を処理することを備える、
［Ｃ２８］に記載の方法。
［Ｃ３５］
　前記受信された基準信号は、前記基準信号が送信される第１のアンテナのためのチャネ
ル推定値を取得するために処理され、前記方法は、
　前記複数の非連続的なクラスタで第２の基準信号を受信することと、
　前記第２の基準信号の送信元である第２のアンテナのための第２のチャネル推定値を取
得するために、少なくとも１つの追加のＲＳシーケンスに基づいて前記受信された第２の
基準信号を処理することと
を更に備える、［Ｃ２８］に記載の方法。
［Ｃ３６］
　ユーザ機器（ＵＥ）から、前記複数の非連続的なクラスタにおけるリソース要素の第１
のセットでデータ伝送を受信することであって、前記基準信号は、前記複数の非連続的な
クラスタにおけるリソース要素の第２のセットで、前記ＵＥから受信されることと、
　前記チャネル推定値に基づいて、前記受信されたデータ伝送のための復調を実行するこ
とと
を更に備える、［Ｃ２８］に記載の方法。
［Ｃ３７］
　無線通信のための装置であって、
　クラスタの各々が連続的なサブキャリアのセットをカバーする、複数の非連続的なリソ
ースクラスタで基準信号を受信するための手段と、
　チャネル推定値を取得するために、少なくとも１つの基準信号（ＲＳ）シーケンスに基
づいて、前記受信された基準信号を処理するための手段と
　を備え、前記基準信号は、符号分割多重化（ＣＤＭ）あるいは周波数分割多重化（ＦＤ
Ｍ）を用いて生成され、前記基準信号がＣＤＭを用いて生成される場合、前記少なくとも
１つのＲＳシーケンスの全長は、前記複数の非連続的なクラスタの全長に基づいて決定さ
れ、前記基準信号がＦＤＭを用いて生成される場合、前記基準信号は、前記複数の非連続
的なクラスタのための全てのサブキャリアからなるサブセットにマッピングされる、
装置。
［Ｃ３８］
　前記基準信号は、ＣＤＭを用いて生成され、前記受信された基準信号を前記処理するた
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めの手段は、前記複数の非連続的なクラスタの前記全長に一致する長さを有する単一のＲ
Ｓシーケンスに基づいて前記受信された基準信号を処理するための手段を備える、
［Ｃ３７］に記載の装置。
［Ｃ３９］
　前記基準信号はＣＤＭを用いて生成され、前記受信された基準信号を前記処理するため
の手段は、前記複数の非連続的なクラスタの各々のための１つのＲＳシーケンスに基づい
て前記受信された基準信号を処理するための手段を備え、各クラスタのための前記ＲＳシ
ーケンスは、前記クラスタの長さに一致する長さを有する、
［Ｃ３８］に記載の装置。
［Ｃ４０］
　前記基準信号は、ＦＤＭを用いて生成され、また、前記複数の非連続的なクラスタのた
めの前記全てのサブキャリアからなるサブセットで、ユーザ機器（ＵＥ）から受信され、
前記装置は、
　前記複数の非連続的なクラスタのための残りのサブキャリアで少なくとも１つのその他
のＵＥから少なくとも１つのその他の基準信号を受信するための手段を更に備える、
［Ｃ３７］に記載の装置。
［Ｃ４１］
　前記基準信号は、事前符号化を用いて生成され、複数のアンテナから送信され、前記受
信された基準信号を前記処理するための手段は、前記基準信号が送信されるレイヤのため
のチャネル推定値を取得するために、前記受信された基準信号を処理するための手段を備
える、
［Ｃ３７］に記載の装置。
［Ｃ４２］
　ユーザ機器（ＵＥ）から、前記複数の非連続的なクラスタにおけるリソース要素の第１
のセットでデータ伝送を受信するための手段と、なお、前記基準信号は、前記複数の非連
続的なクラスタにおけるリソース要素の第２のセットで、前記ＵＥから受信される、
　前記チャネル推定値に基づいて、前記受信されたデータ伝送のために復調を実行するた
めの手段と
を更に備える、［Ｃ３７］に記載の方法。
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