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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＴＤＤ（Ｔｉｍｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｄｕｐｌｅｘ）無線通信システムにおいて上り
リンク（Ｕｐｌｉｎｋ、ＵＬ）信号を伝送する方法であって、
　サービングセルからＵＬ伝送活性を制限する情報を受信することと、
　前記情報を考慮してＵＬサブフレームを伝送することと、
を含み、
　前記ＵＬサブフレームにおいて前記情報に対応する特定時間－周波数リソースは、信号
伝送が制限され、
　前記情報は、前記特定時間－周波数リソースに対応する特定信号を指示する情報を含み
、前記特定信号は、ＲＳ（Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ）、ＢＣＨ（Ｂｒｏａｄｃ
ａｓｔ　Ｃｈａｎｎｅｌ）、ＳＣＨ（Ｓｙｎｃｈｒｏｎｉｚａｔｉｏｎ　Ｃｈａｎｎｅｌ
）のうち少なくとも一つを含む、方法。
【請求項２】
　前記情報は、前記ＵＬ伝送活性が制限されるサブフレームセットを指示する情報を含む
、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記ＵＬサブフレームは、複数のＳＣ－ＦＤＭＡ（Ｓｉｎｇｌｅ　Ｃａｒｒｉｅｒ　Ｆ
ｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ）シンボルを含
み、前記特定時間－周波数リソースと重なるＳＣ－ＦＤＭＡシンボルは、信号伝送が制限
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される、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記特定時間－周波数リソースでの信号伝送の制限は、ＵＬデータを前記特定時間－周
波数リソースを含む割り当てられた全体時間－周波数リソースにマッピングした後、少な
くとも前記特定時間－周波数リソースからＵＬデータをパンクチャリングすることを含む
、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記時間－周波数リソースでの信号伝送の制限は、ＵＬ伝送データを前記ＵＬサブフレ
ーム上の時間－周波数リソースにマッピングする時、少なくとも前記特定時間－周波数リ
ソースを飛ばしながらマッピングすることを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　ＴＤＤ（Ｔｉｍｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｄｕｐｌｅｘ）無線通信システムにおいて上り
リンク（Ｕｐｌｉｎｋ、ＵＬ）信号を伝送するように構成された通信装置であって、
　無線周波数（Ｒａｄｉｏ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ、ＲＦ）ユニットと、
　プロセッサと、
を備え、
　前記プロセッサは、サービングセルからＵＬ伝送活性を制限する情報を受信し、該情報
を考慮してＵＬサブフレームを伝送するように構成され、
　前記ＵＬサブフレームにおいて前記情報に対応する特定時間－周波数リソースは、信号
伝送が制限され、
　前記情報は、前記特定時間－周波数リソースに対応する特定信号を指示する情報を含み
、前記特定信号は、ＲＳ（Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ）、ＢＣＨ（Ｂｒｏａｄｃ
ａｓｔ　Ｃｈａｎｎｅｌ）、ＳＣＨ（Ｓｙｎｃｈｒｏｎｉｚａｔｉｏｎ　Ｃｈａｎｎｅｌ
）のうち少なくとも一つを含む、通信装置。
【請求項７】
　前記情報は、前記ＵＬ伝送活性が制限されるサブフレームセットを指示する情報を含む
、請求項６に記載の通信装置。
【請求項８】
　前記ＵＬサブフレームは、複数のＳＣ－ＦＤＭＡ（Ｓｉｎｇｌｅ　Ｃａｒｒｉｅｒ　Ｆ
ｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ）シンボルを含
み、前記特定時間－周波数リソースと重なるＳＣ－ＦＤＭＡシンボルは、信号伝送が制限
される、請求項６に記載の通信装置。
【請求項９】
　前記特定時間－周波数リソースでの信号伝送の制限は、ＵＬデータを前記特定時間－周
波数リソースを含む割り当てられた全体時間－周波数リソースにマッピングした後、少な
くとも前記特定時間－周波数リソースからＵＬデータをパンクチャリングすることを含む
、請求項６に記載の通信装置。
【請求項１０】
　前記時間－周波数リソースでの信号伝送の制限は、ＵＬ伝送データを前記ＵＬサブフレ
ーム上の時間－周波数リソースにマッピングする時、少なくとも前記特定時間－周波数リ
ソースを飛ばしながらマッピングすることを含む、請求項６に記載の通信装置。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線通信システムに係り、特に、セル間干渉を制御する方法及び装置に関す
る。無線通信システムは、同種及び／又は異種ネットワークシステムを支援可能である。
【背景技術】
【０００２】
　無線通信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
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範囲に展開されている。一般に、無線通信システムは、可用のシステムリソース（帯域幅
、伝送パワーなど）を共有してマルチユーザーとの通信を支援できる多重アクセス（ｍｕ
ｌｔｉｐｌｅ　ａｃｃｅｓｓ）システムのことを指す。多重アクセスシステムの例には、
ＣＤＭＡ（ｃｏｄｅ　ｄｉｖｉｓｉｏｎ　ｍｕｌｔｉｐｌｅ　ａｃｃｅｓｓ）システム、
ＦＤＭＡ（ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　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　ｃａｒ
ｒｉｅｒ　ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　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、無線通信システムにおいてセル間干渉を效率的に制御する方法及びそ
のための装置を提供することにある。本発明の他の目的は、セル間干渉を制御するための
シグナリング、信号処理、及びそのための装置を提供することにある。本発明のさらに他
の目的は、セル境界端末にリソースを效率的に割り当てる方法及びそのための装置を提供
することにある。
【０００４】
　本発明で達成しようとする技術的課題は、上記の技術的課題に制限されず、言及してい
ない他の技術的課題は、下の記載から、本発明の属する技術の分野における通常の知識を
有する者には明確に理解されるであろう。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明の一様態として、ＴＤＤ（Ｔｉｍｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｄｕｐｌｅｘ）無線通
信システムにおいて上りリンク（Ｕｐｌｉｎｋ、ＵＬ）信号を伝送する方法であって、サ
ービングセルからＵＬ伝送活性を制限する情報を受信することと、該情報を考慮してＵＬ
サブフレームを伝送することと、を含み、前記ＵＬサブフレームにおいて前記情報に対応
する特定時間－周波数リソースは、信号伝送が制限される方法が提供される。
【０００６】
　本発明の他の様態として、ＴＤＤ（Ｔｉｍｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｄｕｐｌｅｘ）無線
通信システムにおいて上りリンク（Ｕｐｌｉｎｋ、ＵＬ）信号を伝送するように構成され
た通信装置であって、無線周波数（Ｒａｄｉｏ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ、ＲＦ）ユニットと
、プロセッサと、を備え、前記プロセッサは、サービングセルからＵＬ伝送活性を制限す
る情報を受信し、該情報を考慮してＵＬサブフレームを伝送するように構成され、前記Ｕ
Ｌサブフレームにおいて前記情報に対応する特定時間－周波数リソースは、信号伝送が制
限される通信装置が提供される。
【０００７】
　好適には、前記情報は、前記ＵＬ伝送活性が制限されるサブフレームセットを指示する
情報を含む。
【０００８】
　好適には、前記情報は、前記特定時間－周波数リソースに対応する特定信号を指示する
情報を含み、前記特定信号は、ＲＳ（Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ）、ＢＣＨ（Ｂ
ｒｏａｄｃａｓｔ　Ｃｈａｎｎｅｌ）、ＳＣＨ（Ｓｙｎｃｈｒｏｎｉｚａｔｉｏｎ　Ｃｈ
ａｎｎｅｌ）のうち少なくとも一つを含む。
【０００９】
　好適には、前記ＵＬサブフレームは、複数のＳＣ－ＦＤＭＡ（Ｓｉｎｇｌｅ　Ｃａｒｒ
ｉｅｒ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ）シ
ンボルを含み、前記特定時間－周波数リソースと重なるＳＣ－ＦＤＭＡシンボルは、信号
伝送が制限される。
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【００１０】
　好適には、前記特定時間－周波数リソースでの信号伝送の制限は、ＵＬデータを前記特
定時間－周波数リソースを含む割り当てられた全体時間－周波数リソースにマッピングし
た後、少なくとも前記特定時間－周波数リソースからＵＬデータをパンクチャリングする
ことを含む。
【００１１】
　好適には、前記時間－周波数リソースでの信号伝送の制限は、ＵＬ伝送データを前記Ｕ
Ｌサブフレーム上の時間－周波数リソースにマッピングする時、少なくとも前記特定時間
－周波数リソースを飛ばしながらマッピングすることを含む。
　本明細書は、例えば、以下の項目も提供する。
（項目１）
　ＴＤＤ（Ｔｉｍｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｄｕｐｌｅｘ）無線通信システムにおいて上り
リンク（Ｕｐｌｉｎｋ、ＵＬ）信号を伝送する方法であって、
　サービングセルからＵＬ伝送活性を制限する情報を受信することと、
　前記情報を考慮してＵＬサブフレームを伝送することと、
を含み、
　前記ＵＬサブフレームにおいて前記情報に対応する特定時間－周波数リソースは、信号
伝送が制限される、方法。
（項目２）
　前記情報は、前記ＵＬ伝送活性が制限されるサブフレームセットを指示する情報を含む
、項目１に記載の方法。
（項目３）
　前記情報は、前記特定時間－周波数リソースに対応する特定信号を指示する情報を含み
、前記特定信号は、ＲＳ（Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ）、ＢＣＨ（Ｂｒｏａｄｃ
ａｓｔ　Ｃｈａｎｎｅｌ）、ＳＣＨ（Ｓｙｎｃｈｒｏｎｉｚａｔｉｏｎ　Ｃｈａｎｎｅｌ
）のうち少なくとも一つを含む、項目１に記載の方法。
（項目４）
　前記ＵＬサブフレームは、複数のＳＣ－ＦＤＭＡ（Ｓｉｎｇｌｅ　Ｃａｒｒｉｅｒ　Ｆ
ｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ）シンボルを含
み、前記特定時間－周波数リソースと重なるＳＣ－ＦＤＭＡシンボルは、信号伝送が制限
される、項目１に記載の方法。
（項目５）
　前記特定時間－周波数リソースでの信号伝送の制限は、ＵＬデータを前記特定時間－周
波数リソースを含む割り当てられた全体時間－周波数リソースにマッピングした後、少な
くとも前記特定時間－周波数リソースからＵＬデータをパンクチャリングすることを含む
、項目１に記載の方法。
（項目６）
　前記時間－周波数リソースでの信号伝送の制限は、ＵＬ伝送データを前記ＵＬサブフレ
ーム上の時間－周波数リソースにマッピングする時、少なくとも前記特定時間－周波数リ
ソースを飛ばしながらマッピングすることを含む、項目１に記載の方法。
（項目７）
　ＴＤＤ（Ｔｉｍｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｄｕｐｌｅｘ）無線通信システムにおいて上り
リンク（Ｕｐｌｉｎｋ、ＵＬ）信号を伝送するように構成された通信装置であって、
　無線周波数（Ｒａｄｉｏ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ、ＲＦ）ユニットと、
　プロセッサと、
を備え、
　前記プロセッサは、サービングセルからＵＬ伝送活性を制限する情報を受信し、該情報
を考慮してＵＬサブフレームを伝送するように構成され、
　前記ＵＬサブフレームにおいて前記情報に対応する特定時間－周波数リソースは、信号
伝送が制限される、通信装置。
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（項目８）
　前記情報は、前記ＵＬ伝送活性が制限されるサブフレームセットを指示する情報を含む
、項目７に記載の通信装置。
（項目９）
　前記情報は、前記特定時間－周波数リソースに対応する特定信号を指示する情報を含み
、前記特定信号は、ＲＳ（Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ）、ＢＣＨ（Ｂｒｏａｄｃ
ａｓｔ　Ｃｈａｎｎｅｌ）、ＳＣＨ（Ｓｙｎｃｈｒｏｎｉｚａｔｉｏｎ　Ｃｈａｎｎｅｌ
）のうち少なくとも一つを含む、項目７に記載の通信装置。
（項目１０）
　前記ＵＬサブフレームは、複数のＳＣ－ＦＤＭＡ（Ｓｉｎｇｌｅ　Ｃａｒｒｉｅｒ　Ｆ
ｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ）シンボルを含
み、前記特定時間－周波数リソースと重なるＳＣ－ＦＤＭＡシンボルは、信号伝送が制限
される、項目７に記載の通信装置。
（項目１１）
　前記特定時間－周波数リソースでの信号伝送の制限は、ＵＬデータを前記特定時間－周
波数リソースを含む割り当てられた全体時間－周波数リソースにマッピングした後、少な
くとも前記特定時間－周波数リソースからＵＬデータをパンクチャリングすることを含む
、項目７に記載の通信装置。
（項目１２）
第７項において、
　前記時間－周波数リソースでの信号伝送の制限は、ＵＬ伝送データを前記ＵＬサブフレ
ーム上の時間－周波数リソースにマッピングする時、少なくとも前記特定時間－周波数リ
ソースを飛ばしながらマッピングすることを含む、項目７に記載の通信装置。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、無線通信システムにおいてセル間干渉を效率よく制御することができ
る。また、セル間干渉を制御するためのシグナリング、信号処理を效率よく行うことがで
きる。また、セル境界端末にリソースを效率的に割り当てることができる。
【００１３】
　本発明で得られる効果は、以上に言及した効果に制限されず、言及していない別の効果
は、下の記載から、本発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者には明確に
理解されるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
　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図面は、本発
明の実施例を提供し、詳細な説明と共に本発明の技術的思想を説明する。
【図１】Ｅ－ＵＭＴＳのネットワーク構造を例示する図である。
【図２】無線通信システムの一例である３ＧＰＰ　ＬＴＥシステムに用いられる物理チャ
ネル及びそれらチャネルを用いた一般の信号伝送方法を例示する図である。
【図３】無線フレームの構造を例示する図である。
【図４】下りリンクスロットのリソースグリッドを例示する図である。
【図５】下りリンクフレームの構造を示す図である。
【図６】上りリンクサブフレームの構造を例示する図である。
【図７】下りリンクＲＳ（Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ）パターンを例示する図で
ある。
【図８】キャリアアグリゲーション（Ｃａｒｒｉｅｒ　Ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎ、ＣＡ）
通信システムを例示する図である。
【図９】クロス－キャリアスケジューリングを例示する図である。
【図１０】ＴＤＤシステムから異種ＵＬ－ＤＬ構成によるセル間干渉を例示する図である
。
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【図１１】あるセルのＤＬ伝送が他のセルのＵＬ伝送に干渉として作用する場合を例示す
る図である。
【図１２】本発明の一実施例によってセル間干渉を低減するために送信端（例、端末）で
パンクチャリングとレートマッチングを行う例を示す図である。
【図１３】本発明の実施例に係る信号伝送例を示す図である。
【図１４】本発明に適用可能な基地局及び端末を例示する図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　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利用可能である。ＣＤＭＡは、ＵＴＲＡ（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｔ
ｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ）やＣＤＭＡ２０００のような無線技
術（ｒａｄｉｏ　ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ）で実現可能である。ＴＤＭＡは、ＧＳＭ（登録
商標）（Ｇｌｏｂａｌ　Ｓｙｓｔｅｍ　ｆｏｒ　Ｍｏｂｉｌｅ　ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉ
ｏｎｓ）／ＧＰＲＳ（Ｇｅｎｅｒａｌ　Ｐａｃｋｅｔ　Ｒａｄｉｏ　Ｓｅｒｖｉｃｅ）／
ＥＤＧＥ（Ｅｎｈａｎｃｅｄ　Ｄａｔａ　Ｒａｔｅｓ　ｆｏｒ　ＧＳＭ（登録商標）　Ｅ
ｖｏｌｕｔｉｏｎ）のような無線技術で実現可能である。ＯＦＤＭＡは、ＩＥＥＥ　８０
２．１１（Ｗｉ－Ｆｉ）、ＩＥＥＥ　８０２．１６（ＷｉＭＡＸ）、ＩＥＥＥ　８０２－
２０、Ｅ－ＵＴＲＡ（Ｅｖｏｌｖｅｄ　ＵＴＲＡ）などのような無線技術で実現可能であ
る。ＵＴＲＡは、ＵＭＴＳ（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｔｅｌｅｃｏｍｍｕｎ
ｉｃａｔｉｏｎｓ　Ｓｙｓｔｅｍ）の一部である。３ＧＰＰ（３ｒｄ　Ｇｅｎｅｒａｔｉ
ｏｎ　Ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ　Ｐｒｏｊｅｃｔ）　ＬＴＥ（ｌｏｎｇ　ｔｅｒｍ　ｅｖ
ｏｌｕｔｉｏｎ）は、Ｅ－ＵＴＲＡを用いるＥ－ＵＭＴＳ（Ｅｖｏｌｖｅｄ　ＵＭＴＳ）
の一部であり、ＬＴＥ－Ａ（Ａｄｖａｎｃｅｄ）は、３ＧＰＰ　ＬＴＥの進展したバージ
ョンである。説明を明確にするために、３ＧＰＰ　ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａを中心に説明する
が、これに本発明の技術的思想が制限されるわけではない。
【００１６】
　図１は、Ｅ－ＵＭＴＳのネットワーク構造を示すブロック図である。Ｅ－ＵＭＴＳはＬ
ＴＥシステムとも呼ばれる。通信ネットワークは広範囲に配置されて、音声、ＩＭＳ（Ｉ
Ｐ　Ｍｕｌｔｉｍｅｄｉａ　Ｓｕｂｓｙｓｔｅｍ）を介したＶｏＩＰ（Ｖｏｉｃｅ　ｏｖ
ｅｒ　ＩＰ）及びパケットデータのような様々な通信サービスを提供する。
【００１７】
　図１に示すように、Ｅ－ＵＭＴＳネットワークは、発展したＵＭＴＳ地上無線接続ネッ
トワーク（Ｅ－ＵＴＲＡＮ）、発展したパケットコア（ＥＰＣ）、及び一つ以上のユーザ
ー装置を含む。Ｅ－ＵＴＲＡＮは、一つ以上の基地局（ｅＮＢ）２０を含み、複数の端末
１０は、一つのセルに位置することがある。基地局同士はＸ２インターフェースを介して
接続される。Ｘ２ユーザープレーンインターフェース（Ｘ２－Ｕ）は、基地局同士の間に
定義される。Ｘ２－Ｕインターフェースは、ユーザープレーンＰＤＵの非保障伝達（ｎｏ
ｎ　ｇｕａｒａｎｔｅｅｄ　ｄｅｌｉｖｅｒｙ）を提供する。Ｘ２制御プレーンインター
フェース（Ｘ２－ＣＰ）は、２つの隣接基地局の間に定義される。Ｘ２－ＣＰは、ｅＮＢ
間のコンテクスト（ｃｏｎｔｅｘｔ）伝達、ソース基地局とターゲット基地局間のユーザ
ープレーントンネルの制御、ハンドオーバー関連メッセージの伝達、上りリンク負荷管理
などの機能を担う。基地局は、無線インターフェースを介して端末と接続され、Ｓ１イン
ターフェースを介してＥＰＣ（Ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｐａｃｋｅｔ　Ｃｏｒｅ）と接続される
。Ｓ１ユーザープレーンインターフェース（Ｓ１－Ｕ）は、基地局とＳ－ＧＷ（Ｓｅｒｖ
ｉｎｇ　Ｇａｔｅｗａｙ）間に定義される。Ｓ１制御プレーンインターフェース（Ｓ１－
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ＭＭＥ）は、基地局とＭＭＥ（Ｍｏｂｉｌｉｔｙ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　Ｅｎｔｉｔｙ
）間に定義される。Ｓ１インターフェースは、ＥＰＳ（Ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｐａｃｋｅｔ　
Ｓｙｓｔｅｍ）ベアラーサービス管理機能、ＮＡＳ（Ｎｏｎ－Ａｃｃｅｓｓ　Ｓｔｒａｔ
ｕｍ）シグナリングトランスポート機能、ネットワークシェアリング、ＭＭＥ負荷バラン
シング機能などを担う。
【００１８】
　無線通信システムにおいて、端末は基地局から下りリンク（Ｄｏｗｎｌｉｎｋ、ＤＬ）
で情報を受信し、端末は基地局に上りリンク（Ｕｐｌｉｎｋ、ＵＬ）で情報を伝送する。
基地局と端末が送受信する情報はデータ及び様々な制御情報を含み、基地局と端末が送受
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。
【００１９】
　図２は、３ＧＰＰ　ＬＴＥシステムに用いられる物理チャネル及びこれらチャネルを用
いた一般の信号伝送方法を説明するための図である。
【００２０】
　電源が消えた状態で再び電源が入ったり、新しくセルに進入した端末は、段階Ｓ１０１
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、端末は基地局からプライマリ同期チャネル（Ｐｒｉｍａｒｙ　
Ｓｙｎｃｈｒｏｎｉｚａｔｉｏｎ　Ｃｈａｎｎｅｌ、Ｐ－ＳＣＨ）及びセカンダリ同期チ
ャネル（Ｓｅｃｏｎｄａｒｙ　Ｓｙｎｃｈｒｏｎｉｚａｔｉｏｎ　Ｃｈａｎｎｅｌ、Ｓ－
ＳＣＨ）を受信して基地局と同期を取り、セルＩＤ（ｃｅｌｌ　ｉｄｅｎｔｉｔｙ）など
の情報を獲得する。その後、端末は基地局から物理放送チャネル（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｂ
ｒｏａｄｃａｓｔ　Ｃｈａｎｎｅｌ、ＰＢＣＨ）を受信してセル内の放送情報が獲得でき
る。一方、端末は、初期セル探索段階で下りリンク参照信号（Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｒｅｆ
ｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ、ＤＬ　ＲＳ）を受信して下りリンクチャネル状態を確認し
てもよい。
【００２１】
　初期セル探索を終えた端末は、段階Ｓ１０２で、物理下りリンク制御チャネル（Ｐｈｙ
ｓｉｃａｌ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ、ＰＤＣＣＨ）及び物
理下りリンク制御チャネル情報に基づく物理下りリンク共有チャネル（Ｐｈｙｓｉｃａｌ
　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ、ＰＤＳＣＨ）を受信し、より具
体的なシステム情報が獲得できる。
【００２２】
　続いて、端末は基地局への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）を行え
ばよい。そのために、端末は、物理ランダムアクセスチャネル（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｒａ
ｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｈａｎｎｅｌ、ＰＲＡＣＨ）を用いてプリアンブル（ｐｒｅ
ａｍｂｌｅ）を伝送し（Ｓ１０３）、物理下りリンク制御チャネル及びそれに対応する物
理下りリンク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できる（
Ｓ１０４）。競合ベースのランダムアクセスでは、追加の物理ランダムアクセスチャネル
の伝送（Ｓ１０５）及び物理下りリンク制御チャネル及びそれに対応する物理下りリンク
共有チャネル受信（Ｓ１０６）のような衝突解決手順（Ｃｏｎｔｅｎｔｉｏｎ　Ｒｅｓｏ
ｌｕｔｉｏｎ　Ｐｒｏｃｅｄｕｒｅ）を行ってもよい。
【００２３】
　上述の手順を行った端末は、その後、一般的な上り／下りリンク信号伝送手順として、
物理下りリンク制御チャネル／物理下りリンク共有チャネルの受信（Ｓ１０７）、及び物
理上りリンク共有チャネル（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｕｐｌｉｎｋ　Ｓｈａｒｅｄ　Ｃｈａｎ
ｎｅｌ、ＰＵＳＣＨ）／物理上りリンク制御チャネル（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｕｐｌｉｎｋ
　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ、ＰＵＣＣＨ）の伝送（Ｓ１０８）を行えばよい。端
末が基地局に伝送する制御情報を総称して上りリンク制御情報（Ｕｐｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔ
ｒｏｌ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ、ＵＣＩ）と呼ぶ。ＵＣＩは、ＨＡＲＱ　ＡＣＫ／ＮＡ
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ＣＫ（Ｈｙｂｒｉｄ　Ａｕｔｏｍａｔｉｃ　Ｒｅｐｅａｔ　ａｎｄ　ｒｅＱｕｅｓｔ　Ａ
ｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅｍｅｎｔ／Ｎｅｇａｔｉｖｅ－ＡＣＫ）、ＳＲ（Ｓｃｈｅｄｕｌｉ
ｎｇ　Ｒｅｑｕｅｓｔ）、ＣＳＩ（Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｓｔａｔｅ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏ
ｎ）などを含む。ＣＳＩは、ＣＱＩ（Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｑｕａｌｉｔｙ　Ｉｎｄｉｃａｔ
ｏｒ）、ＰＭＩ（Ｐｒｅｃｏｄｉｎｇ　Ｍａｔｒｉｘ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）、ＲＩ（Ｒ
ａｎｋ　Ｉｎｄｉｃａｔｉｏｎ）などを含む。ＵＣＩは、ＰＵＣＣＨで伝送されるのが一
般的であるが、制御情報及びトラフィックデータが同時に伝送されるべき場合にはＰＵＳ
ＣＨで伝送されることもある。また、ネットワークの要請／指示に応じてＵＣＩがＰＵＳ
ＣＨで非周期的に伝送されることもある。
【００２４】
　図３に無線フレームの構造を例示する。セルラーＯＦＤＭ無線パケット通信システムに
おいて、上りリンク／下りリンクデータパケット伝送はサブフレーム（Ｓｕｂｆｒａｍｅ
、ＳＢ）単位で行われ、１サブフレームは、複数のシンボルを含む時間区間で定義される
。３ＧＰＰ　ＬＴＥ標準では、ＦＤＤ（Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｄｕｐ
ｌｅｘ）に適用可能なタイプ１無線フレーム（ｒａｄｉｏ　ｆｒａｍｅ）構造と、ＴＤＤ
（Ｔｉｍｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｄｕｐｌｅｘ）に適用可能なタイプ２無線フレーム構造
を支援する。
【００２５】
　図３（ａ）は、タイプ１無線フレームの構造を例示する図である。下りリンク無線フレ
ームは、１０個のサブフレームで構成され、１サブフレームは時間ドメインにおいて２個
のスロット（ｓｌｏｔ）で構成される。１サブフレームが伝送されるのにかかる時間をＴ
ＴＩ（ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　ｔｉｍｅ　ｉｎｔｅｒｖａｌ）という。例えば、１サ
ブフレームの長さは１ｍｓであり、１スロットの長さは０．５ｍｓでよい。１スロットは
、時間領域において複数のＯＦＤＭシンボルを含み、周波数領域において複数のリソース
ブロック（Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｂｌｏｃｋ、ＲＢ）を含む。３ＧＰＰ　ＬＴＥシステムで
は、下りリンクにおいてＯＦＤＭを使用するので、ＯＦＤＭシンボルが１シンボル区間を
表す。ＯＦＤＭシンボルはＳＣ－ＦＤＭＡシンボル又はシンボル区間と呼ばれることもあ
る。リソース割当単位としてのリソースブロック（ＲＢ）は、１スロットで複数の連続し
た副搬送波（ｓｕｂｃａｒｒｉｅｒ）を含むとよい。
【００２６】
　１スロットに含まれるＯＦＤＭシンボルの数は、ＣＰ（Ｃｙｃｌｉｃ　Ｐｒｅｆｉｘ）
の構成（ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ）によって異なることがある。ＣＰには、拡張ＣＰ
（ｅｘｔｅｎｄｅｄ　ＣＰ）とノーマルＣＰ（ｎｏｒｍａｌ　ＣＰ）がある。例えば、Ｏ
ＦＤＭシンボルがノーマルＣＰにより構成された場合に、１スロットに含まれるＯＦＤＭ
シンボルの数は７個でよい。ＯＦＤＭシンボルが拡張ＣＰにより構成された場合に、１　
ＯＦＤＭシンボルの長さが増えるから、１スロットに含まれるＯＦＤＭシンボルの数は、
ノーマルＣＰの場合に比べて少ない。、例えば、拡張ＣＰでは、１スロットに含まれるＯ
ＦＤＭシンボルの数は６個であるとよい。端末が高速で移動する場合などのようにチャネ
ル状態が不安定な場合に、シンボル間の干渉をより減らすために拡張ＣＰが用いられるこ
とがある。
【００２７】
　ノーマルＣＰが用いられる場合に、１スロットは７個のＯＦＤＭシンボルを含むので、
サブフレームは１４個のＯＦＤＭシンボルを含む。サブフレームの先頭の最大３個のＯＦ
ＤＭシンボルがＰＤＣＣＨ（ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｄｏｗｎｌｉｎｋ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｃ
ｈａｎｎｅｌ）に割り当てられ、残りのＯＦＤＭシンボルはＰＤＳＣＨ（ｐｈｙｓｉｃａ
ｌ　ｄｏｗｎｌｉｎｋ　ｓｈａｒｅｄ　ｃｈａｎｎｅｌ）に割り当てられるとよい。
【００２８】
　図３（ｂ）は、タイプ２無線フレームの構造を示す図である。タイプ２無線フレームは
、２個のハーフフレーム（ｈａｌｆ　ｆｒａｍｅけ）で構成される。ハーフフレームは５
個のサブフレームを含む。サブフレームは、下りリンクサブフレーム、上りリンクサブフ
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レーム、スペシャルサブフレームのいずれか一つであればよい。スペシャルサブフレーム
は、ＴＤＤ構成によって下りリンクサブフレーム又は上りリンクサブフレームに使用され
るとよい。スペシャルサブフレームは、ＤｗＰＴＳ（Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｐｉｌｏｔ　Ｔ
ｉｍｅ　Ｓｌｏｔ）、保護区間（Ｇｕａｒｄ　Ｐｅｒｉｏｄ、ＧＰ）、ＵｐＰＴＳ（Ｕｐ
ｌｉｎｋ　Ｐｉｌｏｔ　Ｔｉｍｅ　Ｓｌｏｔ）を含む。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
端末の上りリンク伝送同期を取るのに用いられる。保護区間は、上りリンク及び下りリン
ク間に下りリンク信号の多重経路遅延により上りリンクで発生する干渉を除去するための
区間である。
【００２９】
　表１は、ＬＴＥ　ＴＤＤシステムに定義されたＵＬ－ＤＬ構成（ｕｐｌｉｎｋ－ｄｏｗ
ｎｌｉｎｋ　ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ）を表すものである。
【００３０】
【表１】

【００３１】
　＊Ｄは下りリンクサブフレームを表し、Ｕは上りリンクサブフレームを表し、Ｓはスペ
シャルサブフレームを表す。
【００３２】
　上述した無線フレームの構造は例示に過ぎず、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シンボルの数は様々
に変更されてもよい。
【００３３】
　図４には、下りリンクスロットのリソースグリッドを例示する。
【００３４】
　図４を参照すると、下りリンクスロットは、時間ドメインで複数のＯＦＤＭシンボルを
含む。ここでは、１個の下りリンクスロットは７（６）個のＯＦＤＭシンボルを含み、１
個のリソースブロック（ＲＢ）は周波数ドメインで１２個の副搬送波を含んでいる。リソ
ースグリッド上でそれぞれの要素（ｅｌｅｍｅｎｔ）はリソース要素（Ｒｅｓｏｕｒｃｅ
　Ｅｌｅｍｅｎｔ、ＲＥ）と呼ばれる。１個のＲＢは１２×７（６）ＲＥを含む。下りリ
ンクスロットに含まれたＲＢの個数ＮＲＢは、下りリンク伝送帯域に依存する。上りリン
クスロットの構造は、ＯＦＤＭシンボルがＳＣ－ＦＤＭＡシンボルに取って代わる以外は
、下りリンクスロットの構造と同一である。
【００３５】
　図５は、下りリンクサブフレームの構造を例示する。
【００３６】
　図５を参照すると、サブフレーム内で１番目のスロットの先頭に位置した最大３（４）
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に該当する。残りのＯ
ＦＤＭシンボルは、ＰＤＳＣＨ（ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｄｏｗｎｌｉｎｋ　ｓｈａｒｅｄ　
ｃｈａｎｃｅｌ）が割り当てられるデータ領域に該当する。ＬＴＥで使われる下りリンク



(10) JP 5731068 B2 2015.6.10

10

20

30

40

50

制御チャネルとしては、ＰＣＦＩＣＨ（ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｆｏｒｍａ
ｔ　ｉｎｄｉｃａｔｏｒ　ｃｈａｎｎｅｌ）、ＰＤＣＣＨ（ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｄｏｗｎ
ｌｉｎｋ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｃｈａｎｎｅｌ）、ＰＨＩＣＨ（ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｈｙｂ
ｒｉｄ　ＡＲＱ　ｉｎｄｉｃａｔｏｒ　ｃｈａｎｎｅｌ）などを含む。ＰＣＦＩＣＨは、
サブフレームの最初のＯＦＤＭシンボルで伝送され、サブフレーム内で制御チャネルの伝
送に使われるＯＦＤＭシンボルの個数に関する情報を運ぶ。ＰＨＩＣＨは、上りリンク伝
送に対する応答であり、ＨＡＲＱ　ＡＣＫ／ＮＡＣＫ（ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｍｅｎｔ／
ｎｅｇａｔｉｖｅ－ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｍｅｎｔ）信号を運ぶ。
【００３７】
　ＰＤＣＣＨで伝送される制御情報はＤＣＩ（ｄｏｗｎｌｉｎｋ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｉｎ
ｆｏｒｍａｔｉｏｎ）と呼ばれる。ＤＣＩは、端末又は端末グループのためのリソース割
当情報及びその他制御情報を含む。例えば、ＤＣＩは、上り／下りリンクスケジューリン
グ情報、上りリンク伝送（Ｔｘ）電力制御命令などを含む。
【００３８】
　ＰＤＣＣＨは、下りリンク共有チャネル（ｄｏｗｎｌｉｎｋ　ｓｈａｒｅｄ　ｃｈａｎ
ｎｅｌ、ＤＬ－ＳＣＨ）の伝送フォーマット及びリソース割当情報、上りリンク共有チャ
ネル（ｕｐｌｉｎｋ　ｓｈａｒｅｄ　ｃｈａｎｎｅｌ、ＵＬ－ＳＣＨ）の伝送フォーマッ
ト及びリソース割当情報　、ページングチャネル（ｐａｇｉｎｇ　ｃｈａｎｎｅｌ、ＰＣ
Ｈ）上のページング情報、ＤＬ－ＳＣＨ上のシステム情報、ＰＤＳＣＨ上で伝送されるラ
ンダムアクセス応答のような上位層制御メッセージのリソース割当情報、端末グループ中
の個別端末へのＴｘ電力制御命令セット、Ｔｘ電力制御命令、ＶｏＩＰ（ｖｏｉｃｅ　ｏ
ｖｅｒ　ＩＰ）の活性化指示情報などを運ぶ。複数のＰＤＣＣＨが制御領域内で伝送され
てよい。端末は複数のＰＤＣＣＨをモニタリング可能である。ＰＤＣＣＨは、一つ又は複
数の連続した制御チャネル要素（ｃｏｎｔｒｏｌ　ｃｈａｎｎｅｌ　ｅｌｅｍｅｎｔ、Ｃ
ＣＥ）の集合（ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎ）上で伝送される。ＣＣＥは、ＰＤＣＣＨに無線
チャネル状態に基づくコーディングレートを提供するために用いられる論理的割当ユニッ
トである。ＣＣＥは、複数のリソース要素グループ（ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｅｌｅｍｅｎｔ
　ｇｒｏｕｐ、ＲＥＧ）に対応する。ＰＤＣＣＨのフォーマット及びＰＤＣＣＨのビット
数は、ＣＣＥの個数によって決定される。基地局は、端末に伝送されるＤＣＩによってＰ
ＤＣＣＨフォーマットを決定し、ＣＲＣ（ｃｙｃｌｉｃ　ｒｅｄｕｎｄａｎｃｙ　ｃｈｅ
ｃｋ）を制御情報に付加する。ＣＲＣは、ＰＤＣＣＨの所有者又は使用目的によって識別
子（例、ＲＮＴＩ（ｒａｄｉｏ　ｎｅｔｗｏｒｋ　ｔｅｍｐｏｒａｒｙ　ｉｄｅｎｔｉｆ
ｉｅｒ））でマスキングされる。例えば、ＰＤＣＣＨが特定端末のためのものであれば、
当該端末の識別子（例、Ｃ－ＲＮＴＩ（ｃｅｌｌ－ＲＮＴＩ））がＣＲＣにマスキングさ
れてよい。ＰＤＣＣＨがページングメッセージのためのものであれば、ページング指示識
別子（例、Ｐ－ＲＮＴＩ（ｐａｇｉｎｇ－ＲＮＴＩ））がＣＲＣにマスキングされてよい
。ＰＤＣＣＨがシステム情報（より具体的に、システム情報ブロック（ｓｙｓｔｅｍ　ｉ
ｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　ｂｌｏｃｋ、ＳＩＢ））のためのものであれば、ＳＩ－ＲＮＴＩ
（ｓｙｓｔｅｍ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　ＲＮＴＩ））がＣＲＣにマスキングされてよ
い。ＰＤＣＣＨがランダムアクセス応答のためのものであれば、ＲＡ－ＲＮＴＩ（ｒａｎ
ｄｏｍ　ａｃｃｅｓｓ－ＲＮＴＩ）がＣＲＣにマスキングされてよい。
【００３９】
　図６には、ＬＴＥで用いられる上りリンクサブフレームの構造を例示する。
【００４０】
　図６を参照すると、上りリンクサブフレームは、複数（例、２個）のスロットを含む。
スロットはＣＰ長によって異なる数のＳＣ－ＦＤＭＡシンボルを含むことがある。上りリ
ンクサブフレームは周波数領域においてデータ領域と制御領域とに区別される。データ領
域は、ＰＵＳＣＨを含んでおり、音声などのデータ信号を伝送するのに用いられる。制御
領域は、ＰＵＣＣＨを含んでおり、上りリンク制御情報（Ｕｐｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ
　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ、ＵＣＩ）を伝送するのに用いられる。ＰＵＣＣＨは、周波数
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軸においてデータ領域の両端部に位置するＲＢ対（ＲＢ　ｐａｉｒ）を含んでおり、スロ
ットを境界にホッピングする。
【００４１】
　ＰＵＣＣＨは、下記の制御情報を伝送するのに利用可能である。
【００４２】
　　－　ＳＲ（Ｓｃｈｅｄｕｌｉｎｇ　Ｒｅｑｕｅｓｔ）：上りリンクＵＬ－ＳＣＨリソ
ースを要請するのに用いられる情報である。ＯＯＫ（Ｏｎ－Ｏｆｆ　Ｋｅｙｉｎｇ）方式
で伝送される。
【００４３】
　　－　ＨＡＲＱ　ＡＣＫ／ＮＡＣＫ：ＰＤＳＣＨ上の下りリンクデータパケットに対す
る応答信号である。下りリンクデータパケットが成功的に受信されたか否かを表す。単一
下りリンクコードワードに対する応答としてＡＣＫ／ＮＡＣＫ　１ビットが伝送され、２
つの下りリンクコードワードに対する応答としてＡＣＫ／ＮＡＣＫ　２ビットが伝送され
る。
【００４４】
　－　ＣＱＩ（Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｑｕａｌｉｔｙ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）：下りリンクチ
ャネルに対するフィードバック情報である。ＭＩＭＯ（Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ｉｎｐｕｔ　
Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ｏｕｔｐｕｔ）－関連フィードバック情報は、ＲＩ（Ｒａｎｋ　Ｉｎ
ｄｉｃａｔｏｒ）及びＰＭＩ（Ｐｒｅｃｏｄｉｎｇ　Ｍａｔｒｉｘ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ
）を含む。サブフレーム当たり２０ビットが用いられる。
【００４５】
　端末がサブフレームで伝送可能な制御情報（ＵＣＩ）の量は、制御情報伝送に可用なＳ
Ｃ－ＦＤＭＡの個数に依存する。制御情報伝送に可用なＳＣ－ＦＤＭＡは、サブフレーム
で参照信号伝送のためのＳＣ－ＦＤＭＡシンボル以外のＳＣ－ＦＤＭＡシンボルを意味し
、ＳＲＳ（Ｓｏｕｎｄｉｎｇ　Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ）が設定されたサブフ
レームの場合は、サブフレームの最後のＳＣ－ＦＤＭＡシンボルも除外される。参照信号
は、ＰＵＣＣＨのコヒーレント検出に用いられる。ＰＵＣＣＨは、伝送される情報によっ
て７個のフォーマットを支援する。
【００４６】
　表２は、ＬＴＥにおいてＰＵＣＣＨフォーマットとＵＣＩとのマッピング関係を表すも
のである。
【００４７】
【表２】

【００４８】
　図７は、ＬＴＥシステムの下りリンクＲＳ（Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ）パタ
ーンを例示する。
【００４９】
　図７を参照すると、ＬＴＥシステムにはユニキャストサービスのために２種類の下りリ
ンクＲＳが定義されている。チャネル状態に関する情報獲得及びハンドオーバーなどの測
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定などのための共通ＲＳ（Ｃｏｍｍｏｎ　ＲＳ、ＣＲＳ）０～３、及びデータ復調のため
の端末－特定ＲＳ（ＵＥ－ｓｐｅｃｉｆｉｃ　ＣＲＳ）Ｄが存在する。端末－特定ＲＳは
、専用ＲＳ（ｄｅｄｉｃａｔｅｄ　ＲＳ、ＤＲＳ）と呼ばれることもある。端末－特定Ｒ
Ｓは、データ復調用にのみ用いられ、ＣＲＳは、チャネル情報獲得にもデータ復調にも用
いられる。ＣＲＳは、セル－特定（ｃｅｌｌ－ｓｐｅｃｉｆｉｃ）信号で、全帯域を通じ
て毎サブフレームごとに伝送される。ＬＴＥシステムは下りリンクで最大４個の送信アン
テナを支援するので、基地局の送信アンテナ個数によって最大４個のアンテナポートに対
するＣＲＳが伝送されればよい。それぞれのアンテナポートに対するＣＲＳは、ＲＢ内で
ＦＤＭ（Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ）方法で多
重化される。
【００５０】
　図８には、キャリアアグリゲーション（Ｃａｒｒｉｅｒ　Ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎ、Ｃ
Ａ）通信システムを例示する。ＬＴＥ－Ａシステムは、より広い周波数帯域を使用するた
めに、複数の上り／下りリンク周波数ブロックを束ねてより大きい上り／下りリンク帯域
幅を使用するキャリアアグリゲーション（ｃａｒｒｉｅｒ　ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎ）（
又は、帯域幅アグリゲーション（ｂａｎｄｗｉｄｔｈ　ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎ））技術
を用いる。それぞれの周波数ブロックはコンポーネントキャリア（Ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ　
Ｃａｒｒｉｅｒ、ＣＣ）を用いて伝送される。コンポーネントキャリアは、該当の周波数
ブロックのためのキャリア周波数（又は、中心キャリア、中心周波数）と理解すればよい
。図８を参照すると、複数の上り／下りリンクコンポーネントキャリア（Ｃｏｍｐｏｎｅ
ｎｔ　Ｃａｒｒｉｅｒ、ＣＣ））を束ねることでより広い上り／下りリンク帯域幅が支援
可能である。それぞれのＣＣは周波数領域において互いに隣接することも、非－隣接する
こともある。各コンポーネントキャリアの帯域幅は、独立して定められてもよい。ＵＬ　
ＣＣの個数とＤＬ　ＣＣの個数とが異なる非対称キャリアアグリゲーションも可能である
。例えば、ＤＬ　ＣＣが２個、ＵＬ　ＣＣが１個である場合は、２：１に対応するように
構成可能である。ＤＬ　ＣＣ／ＵＬ　ＣＣリンクはシステムに固定していてもよく、半－
静的に構成されてもよい。また、システム全体帯域がＮ個のＣＣで構成されても、特定端
末がモニタリング／受信できる周波数帯域はＭ（＜Ｎ）個のＣＣに限定されることがある
。キャリアアグリゲーションに関する様々なパラメータは、セル特定（ｃｅｌｌ－ｓｐｅ
ｃｉｆｉｃ）、端末グループ特定（ＵＥ　ｇｒｏｕｐ－ｓｐｅｃｉｆｉｃ）又は端末特定
（ＵＥ－ｓｐｅｃｉｆｉｃ）方式で設定されるとよい。一方、制御情報は、特定ＣＣでの
み送受信できるように設定されることがある。このような特定ＣＣをプライマリＣＣ（Ｐ
ｒｉｍａｒｙ　ＣＣ、ＰＣＣ）（又はアンカーＣＣ）と呼び、残りのＣＣをセカンダリＣ
Ｃ（Ｓｅｃｏｎｄａｒｙ　ＣＣ、ＳＣＣ）と呼ぶことができる。
【００５１】
　ＬＴＥ－Ａは、無線リソースを管理するためにセル（ｃｅｌｌ）の概念を使用する。セ
ルは、下りリンクリソースと上りリンクリソースとの組み合わせと定義され、上りリンク
リソースは必須要素ではない。そのため、セルは、下りリンクリソース単独、又は下りリ
ンクリソース及び上りリンクリソースの組み合わせで構成可能である。キャリアアグリゲ
ーションが支援される場合に、下りリンクリソースのキャリア周波数（又は、ＤＬ　ＣＣ
）と上りリンクリソースのキャリア周波数（又は、ＵＬ　ＣＣ）間のリンケージ（ｌｉｎ
ｋａｇｅ）はシステム情報により指示されるとよい。プライマリ周波数（又はＰＣＣ）上
で動作するセルをプライマリセル（Ｐｒｉｍａｒｙ　Ｃｅｌｌ、ＰＣｅｌｌ）と呼び、セ
カンダリ周波数（又はＳＣＣ）上で動作するセルをセカンダリセル（Ｓｅｃｏｎｄａｒｙ
　Ｃｅｌｌ、ＳＣｅｌｌ）と呼ぶことができる。ＰＣｅｌｌは、端末が初期接続設定（ｉ
ｎｉｔｉａｌ　ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　ｅｓｔａｂｌｉｓｈｍｅｎｔ）過程を行ったり、
接続再－設定過程を行うのに用いられる。ＰＣｅｌｌは、ハンドオーバー過程で指示され
たセルを指すこともある。ＳＣｅｌｌは、ＲＲＣ接続の設定がされた後に構成可能であり
、追加的な無線リソースを提供するのに用いられるとよい。ＰＣｅｌｌとＳＣｅｌｌはサ
ービングセルと総称されることもある。したがって、ＲＲＣ＿ＣＯＮＮＥＣＴＥＤ状態に
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あるが、キャリアアグリゲーションが設定されていないか、又はキャリアアグリゲーショ
ンを支援しない端末については、ＰＣｅｌｌのみで構成されたサービングセルが一つのみ
存在する。一方、ＲＲＣ＿ＣＯＮＮＥＣＴＥＤ状態にあり、且つキャリアアグリゲーショ
ンが設定された端末については、一つ以上のサービングセルが存在し、全体サービングセ
ルにはＰＣｅｌｌと全体ＳＣｅｌｌが含まれる。キャリアアグリゲーションのために、ネ
ットワークは、初期保安活性化（ｉｎｉｔｉａｌ　ｓｅｃｕｒｉｔｙ　ａｃｔｉｖａｔｉ
ｏｎ）過程が開始された後、接続設定過程で初期に構成されるＰＣｅｌｌに加えて、一つ
以上のＳＣｅｌｌを、キャリアアグリゲーションを支援する端末のために構成すればよい
。
【００５２】
　クロス－キャリアスケジューリング（又はクロス－ＣＣスケジューリング）が適用され
る場合に、下りリンク割当のためのＰＤＣＣＨは、ＤＬ　ＣＣ＃０で伝送され、該当のＰ
ＤＳＣＨはＤＬ　ＣＣ＃２で伝送されることがある。クロス－ＣＣスケジューリングのた
めに、キャリア指示フィールド（ｃａｒｒｉｅｒ　ｉｎｄｉｃａｔｏｒ　ｆｉｅｌｄ、Ｃ
ＩＦ）の導入が考慮されてもよい。ＰＤＣＣＨ内でＣＩＦが存在するか否かは、上位層シ
グナリング（例、ＲＲＣシグナリング）により半－静的及び端末－特定（又は端末グルー
プ－特定）方式で設定可能である。ＰＤＣＣＨ伝送のベースラインを要約すると、下記の
通りである。
【００５３】
　－　ＣＩＦディスエイブルド（ｄｉｓａｂｌｅｄ）：ＤＬ　ＣＣ上のＰＤＣＣＨは、同
ＤＬ　ＣＣ上のＰＤＳＣＨリソースを割り当てたり、一つのリンクされたＵＬ　ＣＣ上の
ＰＵＳＣＨリソースを割り当て
　－　ＣＩＦイネイブルド（ｅｎａｂｌｅｄ）：ＤＬ　ＣＣ上のＰＤＣＣＨは、ＣＩＦを
用いて複数の束ねられたＤＬ／ＵＬ　ＣＣ中の特定ＤＬ／ＵＬ　ＣＣ上のＰＤＳＣＨ又は
ＰＵＳＣＨリソースを割り当て可能
　ＣＩＦが存在する場合に、基地局は端末側のＢＤ複雑度を下げるべく、ＰＤＣＣＨモニ
タリングＤＬ　ＣＣセットを割り当てるとよい。ＰＤＣＣＨモニタリングＤＬ　ＣＣセッ
トは、束ねられた全体ＤＬ　ＣＣの一部であって、一つ以上のＤＬ　ＣＣを含む。端末は
該当のＤＬ　ＣＣ上でのみＰＤＣＣＨの検出／デコーディングを行う。すなわち、基地局
が端末にＰＤＳＣＨ／ＰＵＳＣＨをスケジューリングする時、ＰＤＣＣＨは、ＰＤＣＣＨ
モニタリングＤＬ　ＣＣセット上でのみ伝送される。ＰＤＣＣＨモニタリングＤＬ　ＣＣ
セットは、端末－特定（ＵＥ－ｓｐｅｃｉｆｉｃ）、端末－グループ－特定、又はセル－
特定（ｃｅｌｌ－ｓｐｅｃｉｆｉｃ）方式で設定可能である。用語「ＰＤＣＣＨモニタリ
ングＤＬ　ＣＣ」は、モニタリングキャリア、モニタリングセルなどの等価の用語に代え
てもよい。また、端末のために束ねられたＣＣは、サービングＣＣ、サービングキャリア
、サービングセルなどの等価の用語に代えてもよい。
【００５４】
　図９は、複数のキャリアが束ねられた場合のスケジューリングを例示する。３個のＤＬ
　ＣＣが束ねられたと仮定する。ＤＬ　ＣＣ　ＡがＰＤＣＣＨモニタリングＤＬ　ＣＣに
設定されたとする。ＤＬ　ＣＣ　Ａ～Ｃは、サービングＣＣ、サービングキャリア、サー
ビングセルと呼ばれることもある。ＣＩＦがディセーブルされた場合に、それぞれのＤＬ
　ＣＣは、ＬＴＥ　ＰＤＣＣＨ規則に従って、ＣＩＦなしに、自身のＰＤＳＣＨをスケジ
ューリングするＰＤＣＣＨのみを伝送すればよい。一方、端末－特定（或いは、端末－グ
ループ－特定又はセル－特定）上位層シグナリングによりＣＩＦがイネーブルされた場合
に、ＤＬ　ＣＣ　Ａ（モニタリングＤＬ　ＣＣ）は、ＣＩＦを用いて、ＤＬ　ＣＣ　Ａの
ＰＤＳＣＨをスケジューリングするＰＤＣＣＨに加えて、他のＣＣのＰＤＳＣＨをスケジ
ューリングするＰＤＣＣＨも伝送可能である。この場合、ＤＬ　ＣＣ　Ｂ／ＣではＰＤＣ
ＣＨが伝送されない。
【００５５】
　従来のＴＤＤシステムではセルがいずれも同一のＵＬ－ＤＬ構成を用いるため、特定時
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間にセルはいずれも下りリンク伝送又は上りリンク伝送を行う。これに対し、ＬＴＥ－Ａ
のように進展したシステムでは、セルごとにＵＬ－ＤＬ構成を独立して設定することを考
慮している。こうする場合、セル間の異種ＵＬ－ＤＬ構成により、セル間干渉が増加する
ことがある。
【００５６】
　図１０に、ＴＤＤシステムにおいて異種ＵＬ－ＤＬ構成によるセル間干渉を例示する。
ＵＥ１はｅＮＢ１セルに含まれており、ＵＥ２はｅＮＢ２セルに含まれているとする。Ｄ
は下りリンクサブフレーム、Ｕは上りリンクサブフレーム、Ｓはスペシャルサブフレーム
を表す。図１０は、端末が他の端末に干渉を与える状況（以下、ＵＥ－ｔｏ－ＵＥ干渉）
を示している。
【００５７】
　図１０を参照すると、２つの隣接セルのＵＬ－ＤＬ構成が異なることから、５番目と１
０番目のサブフレームで両セルはそれぞれ異なる伝送を行うことがある。すなわち、ｅＮ
Ｂ１セルではＵＬ伝送が行われ（例、ＵＥ１＝＞ｅＮＢ１）、ｅＮＢ２セルではＤＬ伝送
が行われることがある（例、ｅＮＢ１＝＞ＵＥ１）。この場合、両セルの共通境界部分に
おける端末のうち、ＤＬ信号を受信する端末（例、ＵＥ２）は、ＵＬ伝送を行う端末（例
、ＵＥ１）により強い干渉を経験することがある。ＵＥ２は、セル境界に位置しているか
ら、ｅＮＢ２から受け取るＤＬ伝送の受信強度が弱いのに対し、ＵＥ１はｅＮＢ１との距
離を勘案して強いＵＬ伝送電力を維持するわけである。そのため、ｅＮＢ２へのＤＬ伝送
に失敗する確率が高くなる。ここで、両セルの共通境界部分（あるいは、セル境界）とは
、隣接セルの伝送により影響を受ける領域のことを意味する。セル境界領域はＲＳＲＰ（
Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ　Ｒｅｃｅｉｖｅｄ　Ｐｏｗｅｒ）／ＲＳＲＱ（Ｒｅ
ｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ　Ｒｅｃｅｉｖｅｄ　Ｑｕａｌｉｔｙ）などに基づいて判
断されるとよい。また、セル境界端末は、隣接セルの伝送により影響を大きく受ける端末
のことを意味する。
【００５８】
　異種ＵＬ－ＤＬ構成によるセル間干渉は、複数のキャリア間にも発生することがある。
例えば、、ある基地局に複数のキャリアが構成され、キャリアごとにＵＬ－ＤＬ構成が独
立して設定される場合に、図１０と類似な干渉状況が発生することがある。
【００５９】
　上述の問題に対する解決策として、ｅＩＣＩＣ（Ｅｎｈａｎｃｅｄ　Ｉｎｔｅｒ－Ｃｅ
ｌｌ　Ｉｎｔｅｒｆｅｒｅｎｃｅ　Ｃａｎｃｅｌｌａｔｉｏｎ）で議論されているＡＢＳ
（Ａｌｍｏｓｔ　Ｂｌａｎｋ　Ｓｕｂｆｒａｍｅ）をｅＮＢ２において構成すればよい。
ＡＢＳは、一般に、全体ＤＬ信号の中で特定の一部信号のみが伝送されるサブフレームの
ことを意味する。ここで、特定の一部信号としては、例えばＣＲＳを含む。ＡＢＳは、低
－負荷（ｌｏｗ　ｌｏａｄｅｄ）サブフレーム、低－電力サブフレーム、低－干渉サブフ
レームと解釈すればよい。具体的に、ｅＮＢ１は、ｅＮＢ２によりＡＢＳとして構成され
たサブフレームにおいてＵＥ１に上りリンク伝送をスケジューリングし、その他のサブフ
レームではＵＥ１にＵＬ伝送をスケジューリングしないとよい。こうする場合、ＵＥ１か
らのＵＬ干渉によるＵＥ２のＤＬ性能低下を減らすことができる。しかし、測定などの用
途に用いられる一部信号（例、ＣＲＳ）はＡＢＳでも伝送されるので、それら信号の性能
を保障するためのメカニズムが必要である。ＣＲＳは、端末が無線リンク（ｒａｄｉｏ　
ｌｉｎｋ）に失敗したか否かを判断する基準となるので、ＵＥ１の強いＵＬ干渉がＵＥ２
のｅＮＢ２　ＣＲＳ受信性能に影響を及ぼす場合、ＵＥ２は無線リンク失敗（ｆａｉｌｕ
ｒｅ）を宣言し、セル再選択を行うこともあるからである。
【００６０】
　図１１は、基地局がビル上に設置されるなどして基地局間ＬＯＳ（ｌｉｎｅ　ｏｆ　ｓ
ｉｇｈｔ）が確保され、干渉が発生する場合を示す。この場合、あるセルのＤＬ伝送が他
のセルのＵＬ伝送に干渉として働くことがある。図１１は、基地局が他の基地局に干渉を
及ぼす状況（以下、ｅＮＢ－ｔｏ－ｅＮＢ干渉）を示している。



(15) JP 5731068 B2 2015.6.10

10

20

30

40

50

【００６１】
　図１１を参照すると、ｅＮＢ１はＵＬに設定され、ｅＮＢ２はＤＬに設定されたサブフ
レームにおいて、ｅＮＢ１のＵＬ伝送はｅＮＢ２のＤＬ伝送から強い干渉を受けることが
ある。具体的に、図１１は、ｅＮＢ１がセル内の端末からＵＬ伝送を受けるが、同時にｅ
ＮＢ２のＤＬ伝送からＬＯＳによる強い干渉を受ける場合を示している。ｅＮＢ１端末の
ＵＬ信号は色々な経路損失（ｐａｔｈ　ｌｏｓｓ）により信号強度が弱くなるのに対し、
ｅＮＢ２のＤＬ信号は、距離は相対的に遠いが、ＬＯＳによる信号成分の減殺が少ないこ
とがあるからである。図１１のようなｅＮＢ－ｔｏ－ｅＮＢ干渉も、図１０のＵＥ－ｔｏ
－ＵＥ干渉と同様、ｅＮＢ２がＡＢＳを構成し、ｅＮＢ１に及ぼす干渉を低減する方法が
用いられるとよい。しかし、前述したように、ＡＢＳでも一部信号（例、ＣＲＳ）は伝送
されるので、当該信号による干渉がｅＮＢ１のＵＬ性能に影響を及ぼすことがある。
【００６２】
　以下、本発明は、互いに異なるセル（例、基地局或いはキャリア）間にＤＬリソース領
域（例、ＤＬサブフレーム）とＵＬリソース領域（例、ＵＬサブフレーム）が同時に共存
する場合（すなわち、同一の周波数／時間リソースを共有する場合）に生じる干渉を低減
する方案について提案する。
【００６３】
　本発明は、あるセルではＤＬリソースとして用いられる領域が、他のセルではＵＬリソ
ースとして用いられる場合に生じる干渉を低減するのに利用可能である。また、本発明は
、キャリアアグリゲーションシステムにおいて、あるキャリアのＤＬ伝送が他のキャリア
のＵＬ伝送（或いは、あるキャリアのＵＬ伝送が他のキャリアのＤＬ伝送に）干渉として
働く場合に適用可能である。また、本発明は、複数のセル或いは複数のキャリアが同一の
ＵＬ／ＤＬ設定を使用する途中、特定セル或いはキャリアのＵＬリソース（或いはＤＬリ
ソース）がＤＬ伝送（或いはＵＬ伝送）の用途に変更される場合に発生する干渉問題にも
適用可能である。具体的に、本発明は、ＬＴＥ－Ａシステムのフレーム構造タイプ２（Ｔ
ＤＤシステム）が用いられ、隣接セル間ＵＬ－ＤＬ構成が異なる場合に発生するセル間干
渉を低減するのに適用可能である。
【００６４】
　以下の説明において、セルは、下りリンクリソース及び上りリンクリソースの組み合わ
せと定義され、上りリンクリソースは必須要素ではない。そのため、セルは、下りリンク
リソース単独、又は下りリンクリソース、上りリンクリソースの両方で構成可能である。
リソースをキャリア観点から定義す時、単一－キャリアシステムで基地局は一つのセルを
含む。一方、マルチ－キャリアシステムで基地局は複数のセルを含み、一つのセルは一つ
のキャリアに対応する。単一－キャリアシステムにおいて、セルは基地局と等価の意味で
使われ、互いに混用されてもよい。また、セルが動作を行うということは、該当の基地局
が該当のセルと関連して動作を行うということを意味する。また、セル間シグナリングは
、基地局間インターフェース（例、Ｘ２インターフェース）を介して行われることもあり
、基地局内のインターフェースを介して行われることもある。
【００６５】
　また、発明の理解を助けるために、以下の説明は、２つのセル間の干渉制御を中心に記
述するが、本発明は３つ以上のセル間干渉を制御する場合にも同一／類似に適用されても
よい。また、２つのセルが存在する場合、セル間シグナリング側面で、一つのセルはソー
スセル（或いは伝送セル、サービングセル）と呼ばれ、他のセルは受信セル（或いは、協
調セル、隣接セル、周辺セル）と呼ばれることもある。
【００６６】
　具体的に、本発明では、ＵＥ－ｔｏ－ＵＥ干渉（図１０参照）、ｅＮＢ－ｔｏ－ｅＮＢ
干渉（図１１参照）を低減するために、ＵＬ伝送時に特定時間－周波数リソース又はそれ
を含む一定領域のリソースでＵＬ信号伝送（活性）を制限することを提案する（例、ゼロ
－電力伝送又は低－電力伝送）。便宜上、本提案による特定時間－周波数ＵＬリソース又
はそれを含む一定領域のＵＬリソースは、非伝送（Ｎｏ　Ｔｘ）ＵＬリソース、ゼロ－電
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力ＵＬリソース、伝送制限ＵＬリソース、低－電力ＵＬリソース、低－活性ＵＬリソース
などと呼ばれることもある。便宜上、このようなＵＬリソースをゼロ－電力ＵＬリソース
と総称する。一具現例として、本提案によるＵＬ伝送（活性）制限は、ＵＬ伝送のための
過程でパンクチャリング又はレートマッチングにより具現可能である。例えば、第１セル
（ＤＬ伝送セル）で伝送する一部ＤＬ信号（例、ＣＲＳ）に該当する周波数－時間リソー
スや、これを含む一定領域のリソースを、第２セルのＵＥが伝送するＵＬ信号（例、ＰＵ
ＳＣＨ（又はＰＵＣＣＨ）信号）でパンクチャリング或いはレートマッチングすればよい
。
【００６７】
　本発明による動作は、ＵＬ伝送が行われるサブフレームが隣接セルでＡＢＳと設定され
た場合にのみ適用されるとよい。ここで、ＡＢＳは、低－負荷サブフレーム、低－電力サ
ブフレーム、低－干渉サブフレームを通称する。
【００６８】
　本発明に係る提案は、図１０のＵＥ－ｔｏ－ＵＥ場合にｅＮＢ２セル測定などのために
、すなわち、ｅＮＢ２セルのＤＬ伝送に対する保護のために用いられてよい。また、本発
明に係る提案は、図１１のｅＮＢ－ｔｏ－ｅＮＢ場合にｅＮＢ２セルの特定信号（例、Ｃ
ＲＳ）による干渉影響を減らすために、すなわち、ｅＮＢ１セルのＵＬ伝送を保護するた
めに用いられてもよい。
【００６９】
　図１２は、本発明の一実施例に係るセル間干渉を低減するために送信端（例、端末）で
パンクチャリングとレートマッチングを行う例を示している。本例は、ＲＥ＃３、＃６が
ゼロ－電力ＵＬリソースを含むと仮定する。
【００７０】
　図１２を参照すると、データストリームは、リソースグリッド（図４参照）を構成する
ＲＥにマッピングされた後、ＯＦＤＭシンボルに変換される。ここで、データストリーム
は、変調シンボルを意味可能である。この場合、端末は、隣接セルで伝送する一部ＤＬ信
号（例、ＣＲＳ）に該当する周波数－時間リソースやそれを含む一定領域のリソースを、
第２セルのＵＥが伝送するＵＬ信号（例、ＰＵＳＣＨ（又はＰＵＣＣＨ）信号）からパン
クチャリング或いはレートマッチングすればよい。具体的に、端末は、割り当てられた全
てのＲＥに変調シンボルをマッピングした後、特定ＲＥを開けてＯＦＤＭシンボルを生成
したり（パンクチャリング）、割り当てられたＲＥのうち、特定ＲＥを除いた残りのＲＥ
に変調シンボルをマッピングすればよい（レートマッチング）。ＲＥ上にマッピングされ
た変調シンボルは、以降、ＯＦＤＭ又はＳＣ－ＦＤＭＡシンボルに変換されてＵＬ伝送さ
れるとよい。図１２では、パンクチャリング適用時に、変調シンボル＃１、＃２、＃４、
＃５、＃７が伝送され、レートマッチング適用時に、変調シンボル＃１、＃２、＃３、＃
４、＃５が伝送される。
【００７１】
　本発明によれば、図１０で、強い干渉によりＵＥ２がセル再選択を行うことを防止でき
、図１１では、ｅＮＢ１は、ｅＮＢ２の特定信号による干渉が上りリンク伝送に流入する
ことをデコーディング時に排除することができる。
【００７２】
　（セル間（例、Ｘ２）シグナリング）
　本発明を具現するために、ｅＮＢ１とｅＮＢ２はセル間シグナリング（例、Ｘシグナリ
ング）を用いて、下記に例示する情報の全体或いは一部を交換すればよい。ｅＮＢ１とｅ
ＮＢ２は各セルのセルＩＤをあらかじめ知っているとする。
【００７３】
　１．ＡＢＳの有無
　　Ａ．ｅＮＢ１は、ＡＢＳ構成情報をｅＮＢ２に知らせるとよい。ＡＢＳ構成情報は、
ＡＢＳ割当を指示するサブフレームセットに関する情報を含むことができる。サブフレー
ムセットに関する情報は、ビットマップを用いて指示すればよく、例えば、１にセッティ
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ングされたビットに該当するサブフレームがＡＢＳとして用いられるとよい。
【００７４】
　２．伝送される信号の種類
　　Ａ．ｅＮＢ１は、ＲＳ、ＢＣＨ（Ｂｒｏａｄｃａｓｔ　Ｃｈａｎｎｅｌ）、ＳＣＨ（
Ｓｙｎｃｈｒｏｎｉｚａｔｉｏｎ　Ｃｈａｎｎｅｌ）など、該当のサブフレームで伝送さ
れる信号の種類をｅＮＢ２に知らせることができる。この場合、ｅＮＢ２（又はｅＮＢ２
と接続した端末）は、当該信号が伝送されるリソースにおいてパンクチャリング或いはレ
ートマッチングを行えばよい。
【００７５】
　Ｂ．ｅＮＢ１から伝送される信号の種類についてｅＮＢ２があらかじめ知っている場合
、本情報は省略されてよい。
【００７６】
　Ｃ．ＵＥ－ｔｏ－ＵＥ干渉の場合（図１０）、本情報は、ｅＮＢ２がｅＮＢ２セル内で
保護されるべき信号をＸ２インターフェースを介してｅＮＢ１に指示する情報と解釈すれ
ばよい。一方、ｅＮＢ－ｔｏ－ｅＮＢ干渉の場合（図１１）、本情報は、ｅＮＢ２が自身
の信号のうち、ｅＮＢ１セルに干渉として働くことがある信号をｅＮＢ１に知らせ、ｅＮ
Ｂ１セルで干渉緩和を誘導する情報と解釈すればよい。
【００７７】
　３．伝送される信号が属しているリソース領域
　　Ａ．伝送される信号が一部のリソース領域（例、アンテナポート、データ／制御領域
、ＯＦＤＭシンボルなど）にのみ存在する場合、当該リソースを知らせるとよい。
【００７８】
　　Ｂ．例えば、ｅＮＢ１はｅＮＢ２にＡＢＳにおいてＣＲＳのみが伝送されると知らせ
てもよい。他の例として、ｅＮＢ１はｅＮＢ２にＡＢＳにおいてｐｏｒｔ０のＣＲＳのみ
が伝送されると知らせてもよい。さらに他の例として、特定ＯＦＤＭシンボルセットでの
みＣＲＳが伝送される場合、ｅＮＢ１はｅＮＢ２に該当のＯＦＤＭシンボルを知らせても
よい。
【００７９】
　（ＵＥ専用シグナリング（ｄｅｄｉｃａｔｅｄ　ｓｉｇｎａｌｉｎｇ））
　本例では、隣接セル間ＤＬ伝送とＵＬ伝送とが衝突するサブフレームにおいて、ＵＬ伝
送を受信するｅＮＢがセル内のＵＥに、ＵＬ伝送活性を制限する情報をシグナリングする
ことを提案する。一例として、隣接セル間ＤＬ伝送とＵＬ伝送とが衝突するサブフレーム
においてＵＬ伝送を受信するｅＮＢはセル内のＵＥにパンクチャリング或いはレートマッ
チングパターンをシグナリングしてもよい。この時、当該シグナリングは協調（ｃｏｏｒ
ｄｉｎａｔｉｏｎ）を必要とする隣接セルと近づいているＵＥ（すなわち、セル境界ＵＥ
）に制限されるとよい。セル境界ＵＥは、ＲＳＲＰ（Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ
　Ｒｅｃｅｉｖｅｄ　Ｐｏｗｅｒ）などのチャネル測定結果に基づいて決定可能である。
本例で、シグナリング情報は、前述した隣接セルとのＸ２シグナリングによって指示され
た情報に基づいて構成されるとよく、次の情報を含めばよい。
【００８０】
　１．パンクチャリング或いはレートマッチングの有無
　　Ａ．シグナリングされるリソースに対してパンクチャリングを行うか、レートマッチ
ングを行うかをＵＥに指示可能である。
【００８１】
　２．パンクチャリング或いはレートマッチングが行われるリソース
　　Ａ．Ｘ２シグナリングにより受け取った協調セルの情報に基づいて特定ＲＥ或いは特
定領域をパンクチャリング或いはレートマッチングすることを指示してよい。
【００８２】
　　Ｂ．例えば、特定ＯＦＤＭシンボルをレートマッチングすることを指示可能である。
これにより、単一キャリア性質（ｓｉｎｇｌｅ　ｃａｒｒｉｅｒ　ｐｒｏｐｅｒｔｙ）を
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維持可能となる。ＵＥは、シグナリングされたＯＦＤＭシンボルを除く残りの領域に変調
シンボルをマッピングし、上りリンク伝送を行えばいい。
【００８３】
　　Ｃ．他の例として、特定アンテナポートのＣＲＳ位置をパンクチャリング或いはレー
トマッチングすることをシグナリングしてもよい。
【００８４】
　（ｅＮＢ－ｔｏ－ｅＮＢ干渉解消のための受信機パンクチャリング）
　上に提案した送信機でのパンクチャリングは、ＵＥにパンクチャリングを行うべきリソ
ースに関するＵＥ専用シグナリングが必要であるという不具合がある。本例では、ｅＮＢ
－ｔｏ－ｅＮＢ干渉を低減するための他の方法として、ｅＮＢ受信機でのパンクチャリン
グを提案する。ｅＮＢ受信機でのパンクチャリングは、ＵＥが既存の方式のまま上りリン
ク伝送を行い、ｅＮＢは（上で提案された）Ｘ２シグナリングにより指示された隣接セル
の情報に基づいて、受信した上りリンクデータから特定ＲＥ或いは特定リソース領域の成
分を除外して（例、該当のポジションに０を挿入して）、デコーディングを行えばよい。
受信機でパンクチャリングを行うと、ＵＥ具現に追加的な影響無しでＵＥを具現でき、ｅ
ＮＢ間協調（例、Ｘ２シグナリング）により隣接セルからの干渉を低減することができる
。
【００８５】
　図１３は、本発明の実施例に係る信号伝送例を示す。図１３は、ＤＬ伝送を行うセル（
図１０及び図１１でｅＮＢ２）でＡＢＳを構成し、各ＡＢＳはＣＲＳのみを含んでおり、
Ｔｘアンテナの数は２だと仮定するとき、ＵＥの上りリンクリソースマッピング方法を示
している。図１３（ａ）及び図１３（ｂ）は、ｅＮＢ１が伝送するＣＲＳに対してそれぞ
れパンクチャリングとレートマッチングを行う場合の上りリンクデータマッピングに関す
る実施例である。同図で、陰影はデータが実際に伝送されないＲＥを表す。図１３（ｃ）
は、ｅＮＢ２のＣＲＳが伝送されるＯＦＤＭシンボルに属した全てのＲＥをレートマッチ
ングする場合を示す。
【００８６】
　上述した内容は、単一セル動作及びマルチ－セル動作などにおいて干渉管理のために適
用可能であり、ＵＬ／ＤＬ伝送が混在したり設定が変わる特殊の場合にも適用可能である
ということは明らかである。
【００８７】
　図１４は、本発明の一実施例に適用可能な基地局及び端末を例示する。無線通信システ
ムにリレーが含まれる場合に、バックホールリンクにおいて通信は基地局とリレー間に行
われ、アクセスリンクにおいて通信はリレーと端末間に行われる。したがって、図面に例
示された基地局又は端末は状況に応じてリレーに取り替えてもよい。
【００８８】
　図１４を参照すると、無線通信システムは、基地局（ＢＳ）１１０及び端末（ＵＥ）１
２０を含んでいる。基地局１１０は、プロセッサ１１２、メモリー１１４及び無線周波数
（Ｒａｄｉｏ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ：ＲＦ）ユニット１１６を備えている。プロセッサ１
１２は、本発明で提案した手順及び／又は方法を具現するように構成されるとよい。メモ
リー１１４は、プロセッサ１１２に接続し、プロセッサ１１２の動作に関連した種々の情
報を記憶する。ＲＦユニット１１６は、プロセッサ１１２に接続し、無線信号を送信及び
／又は受信する。端末１２０は、プロセッサ１２２、メモリー１２４及びＲＦユニット１
２６を備えている。プロセッサ１２２は、本発明で提案した手順及び／又は方法を具現す
るように構成されるとよい。メモリー１２４は、プロセッサ１２２に接続し、プロセッサ
１２２の動作に関連した種々の情報を記憶する。ＲＦユニット１２６は、プロセッサ１２
２に接続し、無線信号を送信及び／又は受信する。基地局１１０及び／又は端末１２０は
、単一アンテナ又は多重アンテナを有する。
【００８９】
　以上説明してきた実施例は、本発明の構成要素及び特徴が所定の形態に結合されたもの
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されるべきである。各構成要素又は特徴は、他の構成要素や特徴と結合されない形態で実
施されてもよく、一部の構成要素及び／又は特徴が結合されて本発明の実施例を構成して
もよい。本発明の実施例で説明される動作の順序は変更されてもよい。ある実施例の一部
構成や特徴は、別の実施例に含まれてもよく、別の実施例の対応する構成又は特徴に取っ
て代わってもよい。特許請求の範囲において明示的な引用関係にない請求項を結合して実
施例を構成したり、出願後の補正により新しい請求項として含めたりできることは明らか
である。
【００９０】
　本文書において、本発明の実施例は主としてリレーと基地局間の信号送受信関係を中心
に説明されている。このような送受信関係は、端末と基地局間、又は端末とリレー間の信
号送受信にも同一に／類似に拡張される。本文書で基地局により行われるとした特定動作
は、場合によっては、その上位ノード（ｕｐｐｅｒ　ｎｏｄｅ）により行われることもあ
る。すなわち、基地局を含む複数のネットワークノード（ｎｅｔｗｏｒｋ　ｎｏｄｅｓ）
からなるネットワークにおいて端末との通信のために行われる種々の動作は、基地局又は
基地局以外の別のネットワークノードにより実行可能であるということは明らかである。
基地局は、固定局（ｆｉｘｅｄ　ｓｔａｔｉｏｎ）、Ｎｏｄｅ　Ｂ、ｅＮｏｄｅ　Ｂ（ｅ
ＮＢ）、アクセスポイント（ａｃｃｅｓｓ　ｐｏｉｎｔ）などの用語に代えてもよい。ま
た、端末は、ＵＥ（Ｕｓｅｒ　Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ）、ＭＳ（Ｍｏｂｉｌｅ　Ｓｔａｔｉ
ｏｎ）、ＭＳＳ（Ｍｏｂｉｌｅ　Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｓｔａｔｉｏｎ）などの用語に
代えてもよい。
【００９１】
　本発明に係る実施例は、様々な手段、例えば、ハードウェア、ファームウェア（ｆｉｒ
ｍｗａｒｅ）、ソフトウェア又はそれらの結合などにより具現可能である。ハードウェア
による具現の場合に、本発明の一実施例は、一つ又はそれ以上のＡＳＩＣｓ（ａｐｐｌｉ
ｃａｔｉｏｎ　ｓｐｅｃｉｆｉｃ　ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　ｃｉｒｃｕｉｔｓ）、ＤＳＰ
ｓ（ｄｉｇｉｔａｌ　ｓｉｇｎａｌ　ｐｒｏｃｅｓｓｏｒｓ）、ＤＳＰＤｓ（ｄｉｇｉｔ
ａｌ　ｓｉｇｎａｌ　ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　ｄｅｖｉｃｅｓ）、ＰＬＤｓ（ｐｒｏｇｒ
ａｍｍａｂｌｅ　ｌｏｇｉｃ　ｄｅｖｉｃｅｓ）、ＦＰＧＡｓ（ｆｉｅｌｄ　ｐｒｏｇｒ
ａｍｍａｂｌｅ　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り具現されるとよい。
【００９２】
　ファームウェアやソフトウェアによる具現の場合に、本発明の一実施例は、以上で説明
された機能又は動作を行うモジュール、手順、関数などの形態で具現されてもよい。ソフ
トウェアコードは、メモリユニットに記憶されて、プロセッサにより駆動されるとよい。
メモリユニットは、プロセッサの内部又は外部に設けられ、既に公知の様々な手段により
プロセッサとデータを交換すればよい。
【００９３】
　本発明は、本発明の特徴から逸脱しない範囲で別の特定の形態に具体化されてもよいこ
とが当業者にとっては自明である。したがって、上記の詳細な説明は、いずれの面におい
ても制限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、添付の請求項の合理的な解釈により決定すべきであり、本発明の等価的範囲
内における変更はいずれも本発明の範囲に含まれる。
【産業上の利用可能性】
【００９４】
　本発明は、無線移動通信システムの端末機、基地局、又はその他の装備に適用可能であ
る。具体的に、本発明は、セル間干渉を制御する方法及びそのための装置に適用可能であ
る。
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