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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　多重アンテナシステムにおいてＣＱＩ　ＲＳ（Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｑｕａｌｉｔｙ　Ｉｎ
ｄｉｃａｔｉｏｎ　Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ）を送信する方法であって、
　前記方法は、
　サブフレームで各アンテナに対してチャネル状態を測定するために用いられる少なくと
も１個のＣＱＩ　ＲＳを割り当てることであって、前記サブフレームは、２個のリソース
ブロックを含み、各リソースブロックは、周波数領域における１２個の副搬送波及び時間
領域における７個のＯＦＤＭ（Ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓ
ｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ）シンボルを含む、ことと、
　前記割り当てられた少なくとも１個のＣＱＩ　ＲＳを送信することと
　を含み、
　前記少なくとも１個のＣＱＩ　ＲＳの各々は、前記サブフレームの前記２個のリソース
ブロック内で２個のリソース要素に割り当てられ、
　前記ＣＱＩ　ＲＳが８個のアンテナで送信されるときに、前記２個のリソースブロック
において合計８個のリソース要素が用いられ、前記２個のリソースブロックの２個のＯＦ
ＤＭシンボルで、第１の副搬送波を有する同一な２個のリソース要素を介して第１のアン
テナに対するＣＱＩ　ＲＳ及び第２のアンテナに対するＣＱＩ　ＲＳが送信され、前記２
個のＯＦＤＭシンボルで、第２の副搬送波を有する同一な２個のリソース要素を介して第
３のアンテナに対するＣＱＩ　ＲＳ及び第４のアンテナに対するＣＱＩ　ＲＳが送信され
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、前記２個のＯＦＤＭシンボルで、第３の副搬送波を有する同一な２個のリソース要素を
介して第５のアンテナに対するＣＱＩ　ＲＳ及び第６のアンテナに対するＣＱＩ　ＲＳが
送信され、前記２個のＯＦＤＭシンボルで、第４の副搬送波を有する同一な２個のリソー
ス要素を介して第７のアンテナに対するＣＱＩ　ＲＳ及び第８のアンテナに対するＣＱＩ
　ＲＳが送信される、方法。
【請求項２】
　第１の周波数を有する前記同一な２個のリソース要素と第３の周波数を有する前記同一
な２個のリソース要素は、周波数領域で隣接する、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　第２の周波数を有する前記同一な２個のリソース要素と第４の周波数を有する前記同一
な２個のリソース要素は、周波数領域で隣接する、請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　第２の周波数を有する前記同一な２個のリソース要素と第３の周波数を有する前記同一
な２個のリソース要素は、周波数領域で分離されている、請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　２個のアンテナに対する２個のＣＱＩ　ＲＳは、同一な２個のリソース要素を介して送
信され、前記同一な２個のリソース要素を介して送信される前記２個のＣＱＩ　ＲＳは、
互いに異なるコードにより区分される、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記２個のＯＦＤＭシンボルは、時間領域で隣接する、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　多重アンテナシステムにおいてＣＱＩ　ＲＳ（Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｑｕａｌｉｔｙ　Ｉｎ
ｄｉｃａｔｉｏｎ　Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ）を受信する方法であって、
　前記方法は、
　サブフレームで各アンテナに対してチャネル状態を測定するために用いられる少なくと
も１個のＣＱＩ　ＲＳを受信することであって、前記サブフレームは、２個のリソースブ
ロックを含み、各リソースブロックは、周波数領域における１２個の副搬送波及び時間領
域における７個のＯＦＤＭ（Ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓｉ
ｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ）シンボルを含む、こと
　を含み、
　前記少なくとも１個のＣＱＩ　ＲＳの各々は、前記サブフレームの前記２個のリソース
ブロック内で２個のリソース要素に割り当てられ、
　前記ＣＱＩ　ＲＳが８個のアンテナで送信されるときに、前記２個のリソースブロック
において合計８個のリソース要素が用いられ、前記２個のリソースブロックの２個のＯＦ
ＤＭシンボルで、第１の副搬送波を有する同一な２個のリソース要素を介して第１のアン
テナに対するＣＱＩ　ＲＳ及び第２のアンテナに対するＣＱＩ　ＲＳが送信され、前記２
個のＯＦＤＭシンボルで、第２の副搬送波を有する同一な２個のリソース要素を介して第
３のアンテナに対するＣＱＩ　ＲＳ及び第４のアンテナに対するＣＱＩ　ＲＳが送信され
、前記２個のＯＦＤＭシンボルで、第３の副搬送波を有する同一な２個のリソース要素を
介して第５のアンテナに対するＣＱＩ　ＲＳ及び第６のアンテナに対するＣＱＩ　ＲＳが
送信され、前記２個のＯＦＤＭシンボルで、第４の副搬送波を有する同一な２個のリソー
ス要素を介して第７のアンテナに対するＣＱＩ　ＲＳ及び第８のアンテナに対するＣＱＩ
　ＲＳが送信される、方法。
【請求項８】
　第１の周波数を有する前記同一な２個のリソース要素と第３の周波数を有する前記同一
な２個のリソース要素は、周波数領域で隣接する、請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　第２の周波数を有する前記同一な２個のリソース要素と第４の周波数を有する前記同一
な２個のリソース要素は、周波数領域で隣接する、請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
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　第２の周波数を有する前記同一な２個のリソース要素と第３の周波数を有する前記同一
な２個のリソース要素は、周波数領域で分離されている、請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　２個のアンテナに対する２個のＣＱＩ　ＲＳは、同一な２個のリソース要素を介して受
信され、前記２個のアンテナに対する前記２個のＣＱＩ　ＲＳは、互いに異なるコードに
より区分される、請求項７に記載の方法。
【請求項１２】
　前記２個のＯＦＤＭシンボルは、時間領域で隣接する、請求項７に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線通信に関し、より詳しくは、多重アンテナシステムにおいて参照信号を
送信する方法及び装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　最近、無線通信システムの性能と通信用量を極大化するために多重入出力（Ｍｕｌｔｉ
ｐｌｅ　Ｉｎｐｕｔ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ｏｕｔｐｕｔ；ＭＩＭＯ）システムが注目を浴
びている。ＭＩＭＯ技術は、いままで一つの送信アンテナと一つの受信アンテナを使用し
たことから脱皮し、多重送信アンテナと多重受信アンテナを採択して送受信データ送信効
率を向上させることができる方法である。ＭＩＭＯシステムを多重アンテナ（Ｍｕｌｔｉ
ｐｌｅａｎｔｅｎｎａ）システムとも呼ばれる。ＭＩＭＯ技術は、一つの全体メッセージ
を受信するために単一アンテナ経路に依存せずに、複数のアンテナで受信されたデータの
断片を集めて完成する技術を応用したことである。その結果、特定範囲でデータ送信速度
を向上させたり、特定データ送信速度に対してシステム範囲を増加させることができる。
【０００３】
　ＭＩＭＯ技術には、送信ダイバーシティ（ｔｒａｎｓｍｉｔ　ｄｉｖｅｒｓｉｔｙ）、
空間多重化（ｓｐａｔｉａｌ　ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ）、及びビーム形成（ｂｅａｍ
ｆｏｒｍｉｎｇ）などがある。送信ダイバーシティは、多重送信アンテナで同一なデータ
を送信して送信信頼度を高める技術である。空間多重化は、多重送信アンテナで互いに異
なるデータを同時に送信してシステムの帯域幅を増加させずに、高速のデータを送信する
ことができる技術である。ビーム形成は、多重アンテナでチャネル状態による加重値を加
えて信号のＳＩＮＲ（Ｓｉｇｎａｌ　ｔｏ　Ｉｎｔｅｒｆｅｒｅｎｃｅ　ｐｌｕｓ　Ｎｏ
ｉｓｅ　Ｒａｔｉｏ）を増加させるために使われる。この時、加重値は加重値ベクトル（
ｗｅｉｇｈｔ　ｖｅｃｔｏｒ）または加重値行列（ｗｅｉｇｈｔ　ｍａｔｒｉｘ）で表示
されることができ、これをプリコーディングベクトル（ｐｒｅｃｏｄｉｎｇ　ｖｅｃｔｏ
ｒ）またはプリコーディング行列（ｐｒｅｃｏｄｉｎｇ　ｍａｔｒｉｘ）という。
【０００４】
　空間多重化は、単一ユーザに対する空間多重化と多重ユーザに対する空間多重化とがあ
る。単一ユーザに対する空間多重化はＳＵ－ＭＩＭＯ（Ｓｉｎｇｌｅ　Ｕｓｅｒ　ＭＩＭ
Ｏ）とも呼ばれ、多重ユーザに対する空間多重化はＳＤＭＡ（Ｓｐａｔｉａｌ　Ｄｉｖｉ
ｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ）あるいはＭＵ－ＭＩＭＯ（Ｍｕｌｔｉ　Ｕ
ｓｅｒ　ＭＩＭＯ）とも呼ばれる。ＭＩＭＯチャネルの容量はアンテナ数に比例して増加
する。ＭＩＭＯチャネルは独立チャネルに分解されることができる。送信アンテナの数を
Ｎｔ、受信アンテナの数をＮｒとする時、独立チャネルの数ＮｉはＮｉ≦ｍｉｎ｛Ｎｔ，
Ｎｒ｝になる。各々の独立チャネルは空間階層（ｓｐａｔｉａｌ　ｌａｙｅｒ）といえる
。ランク（ｒａｎｋ）は、ＭＩＭＯチャネル行列の零でない固有値（ｎｏｎ－ｚｅｒｏ　
ｅｉｇｅｎｖａｌｕｅ）の数で、多重化されることができる空間ストリームの数で定義さ
れることができる。
【０００５】
　無線通信システムでは、データの送／受信、システム同期獲得、チャネル情報フィード
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バックなどのためにアップリンクチャネルまたはダウンリンクチャネルを推定する必要が
ある。チャネル推定とは、フェーディングによる急激な環境変化によって生じる信号の歪
曲を補償して送信信号を復元する過程を意味する。一般的にチャネル推定のために送信機
と受信機の両方とも知っている参照信号（ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　ｓｉｇｎａｌ）が必要で
ある。
【０００６】
　多重アンテナシステムでは各アンテナ毎に互いに異なるチャネルを経ることができるた
め、各アンテナを考慮して参照信号の配置構造を設計する必要がある。従来、基地局から
端末にダウンリンク信号を送信する場合、最大４個のアンテナを使用することを予定して
参照信号を配置した。然しながら、次世代無線通信システムではより多いアンテナ、例え
ば、最大８個のアンテナを使用してダウンリンク信号を送信することができる。このよう
な場合、どのような方式に参照信号を配置して送信するかが問題になる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　多重アンテナシステムにおける参照信号を送信する方法及び装置を提供しようとする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　多重アンテナシステムにおける参照信号送信方法は、複数のＯＦＤＭ（Ｏｒｔｈｏｇｏ
ｎａｌ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ）シンボル
を含むサブフレームで少なくとも一個のＯＦＤＭシンボルを選択する段階；選択された前
記少なくとも一個のＯＦＤＭシンボルに複数のアンテナの各々に対するチャネル状態を測
定することができるＣＱＩ　ＲＳ（Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｑｕａｌｉｔｙ　Ｉｎｄｉｃａｔｉ
ｏｎ　Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ）を割り当てる段階；及び、前記ＣＱＩ　ＲＳ
を送信する段階；を含み、前記ＣＱＩ　ＲＳは、セル内の全ての端末に共通的に送信され
る共用参照信号または前記セル内の特定端末に送信される専用参照信号が割り当てられる
ＯＦＤＭシンボルと重ならないＯＦＤＭシンボルに割り当てられることを特徴とする。
例えば、本発明は以下の項目を提供する。
（項目１）
　多重アンテナシステムにおける参照信号送信方法は、
　複数のＯＦＤＭ（Ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍ
ｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ）シンボルを含むサブフレームで少なくとも一個のＯＦＤＭシン
ボルを選択する段階；
　選択された上記少なくとも一個のＯＦＤＭシンボルに複数のアンテナの各々に対するチ
ャネル状態を測定することができるＣＱＩ　ＲＳ（Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｑｕａｌｉｔｙ　Ｉ
ｎｄｉｃａｔｉｏｎ　Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ）を割り当てる段階；及び、
　上記ＣＱＩ　ＲＳを送信する段階；を含み、
　上記ＣＱＩ　ＲＳは、セル内の全ての端末に共通的に送信される共用参照信号または上
記セル内の特定端末に送信される専用参照信号が割り当てられるＯＦＤＭシンボルと重な
らないＯＦＤＭシンボルに割り当てられることを特徴とする多重アンテナシステムにおけ
る参照信号送信方法。
（項目２）
　上記ＣＱＩ　ＲＳは、上記サブフレーム内で一個または２個のＯＦＤＭシンボルに割り
当てられることを特徴とする項目１に記載の多重アンテナシステムにおける参照信号送信
方法。
（項目３）
　上記一個のＯＦＤＭシンボルは、ノーマルＣＰ（ｎｏｒｍａｌ　ｃｙｃｌｉｃ　ｐｒｅ
ｆｉｘ）の場合、ＯＦＤＭシンボル３、５、６、８、９、１０、１２、１３のうちいずれ
か一つであることを特徴とする項目２に記載の多重アンテナシステムにおける参照信号送
信方法。ここで、ＯＦＤＭシンボルＮ（Ｎは、０または自然数）は、上記サブフレーム内
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の１４個ＯＦＤＭシンボルをＯＦＤＭシンボル０乃至１３で表す場合、Ｎ番目のＯＦＤＭ
シンボルを意味する。
（項目４）
　上記一個のＯＦＤＭシンボルは、拡張ＣＰ（ｅｘｔｅｎｄｅｄ　ＣＰ）の場合、ＯＦＤ
Ｍシンボル４、５、７、８、１０、１１のうちいずれか一つであることを特徴とする項目
２に記載の多重アンテナシステムにおける参照信号送信方法。
（項目５）
　上記ＣＱＩ　ＲＳは、上記一個のＯＦＤＭシンボルにおいて、８個、６個、４個、２個
または１個のリソース要素（ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｅｌｅｍｅｎｔ）に割り当てられること
を特徴とする項目２に記載の多重アンテナシステムにおける参照信号送信方法。
（項目６）
　上記ＣＱＩ　ＲＳは、８個、４個、２個または１個のコードを適用して多重化されるこ
とを特徴とする項目２に記載の多重アンテナシステムにおける参照信号送信方法。
（項目７）
　上記ＣＱＩ　ＲＳは、上記２個のＯＦＤＭシンボルにおいて、１６個、１２個、８個、
４個、２個または１個のリソース要素（ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｅｌｅｍｅｎｔ）に割り当て
られることを特徴とする項目２に記載の多重アンテナシステムにおける参照信号送信方法
。
（項目８）
　端末にＣＱＩ　ＲＳ設定指示子（ＣＱＩ　ＲＳ　ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　ｉｎｄ
ｉｃａｔｏｒ）を送信する段階をさらに含み、上記ＣＱＩ　ＲＳ設定指示子は、上記ＣＱ
Ｉ　ＲＳが送信されるサブフレーム、上記ＣＱＩ　ＲＳが割り当てられる無線リソース情
報を含むことを特徴とする項目１に記載の多重アンテナシステムにおける参照信号送信方
法。
（項目９）
　上記多重アンテナシステムは、８個の送信アンテナを含むことを特徴とする項目１に記
載の多重アンテナシステムにおける参照信号送信方法。
【発明の効果】
【０００９】
　多重アンテナシステムで従来のアンテナより多い数のアンテナに対応する参照信号を可
用することができる無線リソースによって多様な方式に配置して送信することができる。
即ち、無線通信システムの状況によって適応的に参照信号を送信することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】無線通信システムを示すブロック図である。
【図２】無線フレームの構造を示す。
【図３】一つのダウンリンクスロットに対するリソースグリッド（ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｇ
ｒｉｄ）を示す。
【図４】サブフレームの構造を示す。
【図５】１個のアンテナに対する共用参照信号構造の一例を示す。
【図６】２個のアンテナに対する共用参照信号構造の一例を示す。
【図７】ノーマルＣＰが適用されたサブフレームで４個のアンテナに対する共用参照信号
構造の一例を示す。
【図８】拡張ＣＰが適用されたサブフレームで４個のアンテナに対する共用参照信号構造
の一例を示す。
【図９】ノーマルＣＰが適用されたサブフレームで専用参照信号構造の一例を示す。
【図１０】拡張ＣＰが適用されたサブフレームで専用参照信号構造の一例を示す。
【図１１】本発明の一実施例に係る多重アンテナシステムの参照信号送信方法を示す。
【図１２】一個のＯＦＤＭシンボルで４個のリソース要素にＣＱＩ　ＲＳを配置する例を
示す。
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【図１３】一個のＯＦＤＭシンボルで４個のリソース要素に２個のＣＱＩ　ＲＳを配置す
る例を示す。
【図１４】一個のＯＦＤＭシンボルで４個のリソース要素に４個のＣＱＩ　ＲＳを配置す
る例を示す。
【図１５】図１４で説明したＣＱＩ　ＲＳ配置方法をサブフレームに適用する例を示す。
【図１６】一個のＯＦＤＭシンボルで６個のリソース要素にＣＱＩ　ＲＳを配置する例を
示す。
【図１７】図１６で説明したＣＱＩ　ＲＳ配置方法をサブフレームに適用した一例を示す
。
【図１８】サブフレーム内の一個のＯＦＤＭシンボルでＣＱＩ　ＲＳが送信され、一つの
リソースブロックに該当する周波数帯域で８個のリソース要素にＣＱＩ　ＲＳを配置する
一例を示す。
【図１９】サブフレーム内の一個のＯＦＤＭシンボルでＣＱＩ　ＲＳが送信され、一つの
リソースブロックに該当する周波数帯域で８個のリソース要素にＣＱＩ　ＲＳを配置する
他の例を示す。
【図２０】サブフレーム内の一個のＯＦＤＭシンボルでＣＱＩ　ＲＳが送信され、一つの
リソースブロックに該当する周波数帯域で８個のリソース要素に２個のＣＱＩ　ＲＳを配
置する例を示す。
【図２１】サブフレーム内の一個のＯＦＤＭシンボルでＣＱＩ　ＲＳが送信され、一つの
リソースブロックに該当する周波数帯域で８個のリソース要素に２個のＣＱＩ　ＲＳを配
置する他の例を示す。
【図２２】サブフレーム内の一個のＯＦＤＭシンボルでＣＱＩ　ＲＳが送信され、一つの
リソースブロックに該当する周波数帯域で８個のリソース要素に４個のＣＱＩ　ＲＳを配
置する他の例を示す。
【図２３】サブフレーム内の一個のＯＦＤＭシンボルでＣＱＩ　ＲＳが送信され、一つの
リソースブロックに該当する周波数帯域で８個のリソース要素に４個のＣＱＩ　ＲＳを配
置する他の例を示す。
【図２４】サブフレーム内の一個のＯＦＤＭシンボルでＣＱＩ　ＲＳが送信され、一つの
リソースブロックに該当する周波数帯域で８個のリソース要素に８個のＣＱＩ　ＲＳを配
置する例を示す。
【図２５】サブフレーム内の一個のＯＦＤＭシンボルでＣＱＩ　ＲＳが送信され、一つの
リソースブロックに該当する周波数帯域で８個のリソース要素に８個のＣＱＩ　ＲＳを配
置する他の例を示す。
【図２６】図２２で説明したＣＱＩ　ＲＳ配置方法をサブフレームに適用する例を示す。
【図２７】図２４で説明したＣＱＩ　ＲＳ配置方法をサブフレームに適用する例を示す。
【図２８】サブフレーム内で８個のリソース要素に８個のＣＱＩ　ＲＳを配置する例を示
す。
【図２９】サブフレーム内で８個のリソース要素に８個のＣＱＩ　ＲＳを配置する例を示
す。
【図３０】サブフレーム内で８個のリソース要素に８個のＣＱＩ　ＲＳを配置する例を示
す。
【図３１】サブフレーム内で８個のリソース要素に８個のＣＱＩ　ＲＳを配置する例を示
す。
【図３２】サブフレーム内で８個のリソース要素に８個のＣＱＩ　ＲＳを配置する例を示
す。
【図３３】サブフレーム内で８個のリソース要素に８個のＣＱＩ　ＲＳを配置する例を示
す。
【図３４】サブフレーム内の２個のＯＦＤＭシンボルでＣＱＩ　ＲＳが送信され、一つの
リソースブロックに該当する周波数帯域で総４個のリソース要素にＣＱＩ　ＲＳを配置す
る例を示す。
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【図３５】２個のＯＦＤＭシンボルで総４個のリソース要素に２個のＣＱＩ　ＲＳを配置
する例を示す。
【図３６】２個のＯＦＤＭシンボルで総４個のリソース要素に４個のＣＱＩ　ＲＳを配置
する例を示す。
【図３７】サブフレーム内の２個のＯＦＤＭシンボルで４個のリソース要素に４個のＣＱ
Ｉ　ＲＳを配置する例を示す。
【図３８】サブフレーム内の２個のＯＦＤＭシンボルで４個のリソース要素にＣＱＩ　Ｒ
Ｓを配置し、各ＯＦＤＭシンボルでＣＱＩ　ＲＳが配置されたリソース要素のパターンが
同一な例を示す。
【図３９】サブフレーム内の２個のＯＦＤＭシンボルで総４個のリソース要素に２個のＣ
ＱＩ　ＲＳを配置する例を示す。
【図４０】サブフレーム内の２個のＯＦＤＭシンボルで総４個のリソース要素に４個のＣ
ＱＩ　ＲＳを配置する例を示す。
【図４１】サブフレーム内の２個のＯＦＤＭシンボルでＣＱＩ　ＲＳが送信され、一つの
リソースブロックに該当する周波数帯域で８個のリソース要素にＣＱＩ　ＲＳを配置する
一例を示す。
【図４２】サブフレーム内の２個のＯＦＤＭシンボルで８個のリソース要素にＣＱＩ　Ｒ
Ｓを配置する他の例を示す。
【図４３】サブフレーム内の２個のＯＦＤＭシンボルで８個のリソース要素に２個のＣＱ
Ｉ　ＲＳを配置する例を示す。
【図４４】サブフレーム内の２個のＯＦＤＭシンボルで８個のリソース要素に２個のＣＱ
Ｉ　ＲＳを配置する例を示す。
【図４５】サブフレーム内の２個のＯＦＤＭシンボルで８個のリソース要素に４個のＣＱ
Ｉ　ＲＳを配置する例を示す。
【図４６】サブフレーム内の２個のＯＦＤＭシンボルで８個のリソース要素に４個のＣＱ
Ｉ　ＲＳを配置する例を示す。
【図４７】サブフレーム内の２個のＯＦＤＭシンボルで８個のリソース要素に４個のＣＱ
Ｉ　ＲＳを配置する例を示す。
【図４８】サブフレーム内の２個のＯＦＤＭシンボルでＣＱＩ　ＲＳが送信され、総８個
のリソース要素に４個のＣＱＩ　ＲＳを配置する例を示す。
【図４９】サブフレーム内の２個のＯＦＤＭシンボルでＣＱＩ　ＲＳが送信され、総８個
のリソース要素に４個のＣＱＩ　ＲＳを配置する他の例を示す。
【図５０】サブフレーム内の２個のＯＦＤＭシンボルでＣＱＩ　ＲＳが送信され、総８個
のリソース要素に８個のＣＱＩ　ＲＳを配置する例を示す。
【図５１】サブフレーム内の２個のＯＦＤＭシンボルでＣＱＩ　ＲＳが送信され、総８個
のリソース要素に８個のＣＱＩ　ＲＳを配置する例を示す。
【図５２】時間領域で一つのサブフレーム、周波数領域で１２個の副搬送波を含むリソー
ス領域に対して２個のＯＦＤＭシンボルでＣＱＩ　ＲＳが送信され、総８個のリソース要
素に８個のＣＱＩ　ＲＳを配置する例を示す。
【図５３】時間領域で一つのサブフレーム、周波数領域で１２個の副搬送波を含むリソー
ス領域に対して２個のＯＦＤＭシンボルでＣＱＩ　ＲＳが送信され、総８個のリソース要
素に８個のＣＱＩ　ＲＳを配置する例を示す。
【図５４】時間領域で一つのサブフレーム、周波数領域で１２個の副搬送波を含むリソー
ス領域に対して２個のＯＦＤＭシンボルでＣＱＩ　ＲＳが送信され、総８個のリソース要
素に８個のＣＱＩ　ＲＳを配置する例を示す。
【図５５】時間領域で一つのサブフレーム、周波数領域で１２個の副搬送波を含むリソー
ス領域に対して２個のＯＦＤＭシンボルでＣＱＩ　ＲＳが送信され、総８個のリソース要
素に８個のＣＱＩ　ＲＳを配置する例を示す。
【図５６】時間領域で一つのサブフレーム、周波数領域で１２個の副搬送波を含むリソー
ス領域に対して２個のＯＦＤＭシンボルでＣＱＩ　ＲＳが送信され、総８個のリソース要
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素に８個のＣＱＩ　ＲＳを配置する例を示す。
【図５７】時間領域で一つのサブフレーム、周波数領域で１２個の副搬送波を含むリソー
ス領域に対して２個のＯＦＤＭシンボルでＣＱＩ　ＲＳが送信され、総８個のリソース要
素に８個のＣＱＩ　ＲＳを配置する例を示す。
【図５８】時間領域で一つのサブフレーム、周波数領域で１２個の副搬送波を含むリソー
ス領域に対して２個のＯＦＤＭシンボルでＣＱＩ　ＲＳが送信され、総８個のリソース要
素に８個のＣＱＩ　ＲＳを配置する例を示す。
【図５９】時間領域で一つのサブフレーム、周波数領域で１２個の副搬送波を含むリソー
ス領域に対して２個のＯＦＤＭシンボルでＣＱＩ　ＲＳが送信され、総８個のリソース要
素に８個のＣＱＩ　ＲＳを配置する例を示す。
【図６０】時間領域で一つのサブフレーム、周波数領域で１２個の副搬送波を含むリソー
ス領域に対して２個のＯＦＤＭシンボルでＣＱＩ　ＲＳが送信され、総８個のリソース要
素に８個のＣＱＩ　ＲＳを配置する例を示す。
【図６１】時間領域で一つのサブフレーム、周波数領域で１２個の副搬送波を含むリソー
ス領域に対して２個のＯＦＤＭシンボルでＣＱＩ　ＲＳが送信され、総８個のリソース要
素に８個のＣＱＩ　ＲＳを配置する例を示す。
【図６２】時間領域で一つのサブフレーム、周波数領域で１２個の副搬送波を含むリソー
ス領域に対して２個のＯＦＤＭシンボルでＣＱＩ　ＲＳが送信され、総８個のリソース要
素に８個のＣＱＩ　ＲＳを配置する例を示す。
【図６３】時間領域で一つのサブフレーム、周波数領域で１２個の副搬送波を含むリソー
ス領域に対して２個のＯＦＤＭシンボルでＣＱＩ　ＲＳが送信され、総８個のリソース要
素に８個のＣＱＩ　ＲＳを配置する例を示す。
【図６４】時間領域で一つのサブフレーム、周波数領域で１２個の副搬送波を含むリソー
ス領域に対して２個のＯＦＤＭシンボルでＣＱＩ　ＲＳが送信され、総８個のリソース要
素に８個のＣＱＩ　ＲＳを配置する例を示す。
【図６５】サブフレーム内の２個のＯＦＤＭシンボルに総１２個のリソース要素にＣＱＩ
　ＲＳを配置する例を示す。
【図６６】サブフレーム内の２個のＯＦＤＭシンボルに総１６個のリソース要素にＣＱＩ
　ＲＳを配置する例を示す。
【図６７】サブフレーム内の２個のＯＦＤＭシンボルに総１６個のリソース要素に２個の
ＣＱＩ　ＲＳを配置する例を示す。
【図６８】サブフレーム内の２個のＯＦＤＭシンボルに総１６個のリソース要素に２個の
ＣＱＩ　ＲＳを配置する他の例を示す。
【図６９】サブフレーム内の２個のＯＦＤＭシンボルに総１６個のリソース要素に２個の
ＣＱＩ　ＲＳを配置する他の例を示す。
【図７０】サブフレーム内の２個のＯＦＤＭシンボルに総１６個のリソース要素に４個の
ＣＱＩ　ＲＳを配置する例を示す。
【図７１】サブフレーム内の２個のＯＦＤＭシンボルに総１６個のリソース要素に４個の
ＣＱＩ　ＲＳを配置する例を示す。
【図７２】サブフレーム内の２個のＯＦＤＭシンボルに総１６個のリソース要素に８個の
ＣＱＩ　ＲＳを配置する例を示す。
【図７３】サブフレーム内の２個のＯＦＤＭシンボルに総１６個のリソース要素に８個の
ＣＱＩ　ＲＳを配置する例を示す。
【図７４】時間領域で一つのサブフレーム、周波数領域で１２個の副搬送波を含むリソー
ス領域に対して２個のＯＦＤＭシンボルでＣＱＩ　ＲＳが送信され、総１６個のリソース
要素に４個のＣＱＩ　ＲＳを配置する例を示す。
【図７５】時間領域で一つのサブフレーム、周波数領域で１２個の副搬送波を含むリソー
ス領域に対して２個のＯＦＤＭシンボルでＣＱＩ　ＲＳが送信され、総１６個のリソース
要素に８個のＣＱＩ　ＲＳを配置する例を示す。
【発明を実施するための形態】
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【００１１】
　図１は、無線通信システムを示すブロック図である。これはＥ－ＵＭＴＳ（Ｅｖｏｌｖ
ｅｄ－Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｔｅｌｅｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ　Ｓ
ｙｓｔｅｍ）の網構造である。Ｅ－ＵＭＴＳシステムは、ＬＴＥ（Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　
Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）システムということもできる。無線通信システムは、音声、パケッ
トデータなどのような多様な通信サービスを提供するために広く配置される。
【００１２】
　図１を参照すると、Ｅ－ＵＴＲＡＮ（Ｅｖｏｌｖｅｄ－ＵＭＴＳ　Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉ
ａｌ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）は、制御平面（ｃｏｎｔｒｏｌ　ｐ
ｌａｎｅ）とユーザ平面（ｕｓｅｒ　ｐｌａｎｅ）とを提供する基地局（Ｂａｓｅ　Ｓｔ
ａｔｉｏｎ；ＢＳ）２０を含む。
【００１３】
　端末（Ｕｓｅｒ　Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ；ＵＥ）１０は、固定されたり移動性を有するこ
とができ、ＭＳ（Ｍｏｂｉｌｅ　ｓｔａｔｉｏｎ）、ＵＴ（Ｕｓｅｒ　Ｔｅｒｍｉｎａｌ
）、ＳＳ（Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｓｔａｔｉｏｎ）、無線機器（Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　Ｄ
ｅｖｉｃｅ）等、他の用語で呼ばれることができる。基地局２０は、一般的に端末１０と
通信する固定局（ｆｉｘｅｄ　ｓｔａｔｉｏｎ）を意味し、ｅＮＢ（ｅｖｏｌｖｅｄ－Ｎ
ｏｄｅＢ）、ＢＴＳ（Ｂａｓｅ　Ｔｒａｎｓｃｅｉｖｅｒ　Ｓｙｓｔｅｍ）、アクセスポ
イント（Ａｃｃｅｓｓ　Ｐｏｉｎｔ）等、他の用語で呼ばれることができる。一つの基地
局２０は、少なくとも一つのセルに対してサービスを提供することができる。セルは、基
地局２０が通信サービスを提供する領域である。基地局２０間には、ユーザトラフィック
あるいは制御トラフィック送信のためのインターフェースが使われることもできる。以下
、ダウンリンク（ｄｏｗｎｌｉｎｋ）は基地局２０から端末１０への送信を意味し、アッ
プリンク（ｕｐｌｉｎｋ）は端末１０から基地局２０への送信を意味する。
【００１４】
　基地局２０はＸ２インターフェースを介して互いに連結されることができる。基地局２
０は、Ｓ１インターフェースを介してＥＰＣ（Ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｐａｃｋｅｔ　Ｃｏｒｅ
）、より詳しくは、ＭＭＥ（Ｍｏｂｉｌｉｔｙ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　Ｅｎｔｉｔｙ）
／Ｓ－ＧＷ（Ｓｅｒｖｉｎｇ　Ｇａｔｅｗａｙ）３０と連結される。Ｓ１インターフェー
スは、基地局２０とＭＭＥ／Ｓ－ＧＷ３０との間に多対多関係（ｍａｎｙ－ｔｏ－ｍａｎ
ｙ－ｒｅｌａｔｉｏｎ）をサポートする。
【００１５】
　端末とネットワークとの間の無線インターフェースプロトコル（ｒａｄｉｏ　ｉｎｔｅ
ｒｆａｃｅ　ｐｒｏｔｏｃｏｌ）の階層は、通信システムで広く知られた開放型システム
間相互接続（Ｏｐｅｎ　Ｓｙｓｔｅｍ　Ｉｎｔｅｒｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ；ＯＳＩ）モデ
ルの下位３個階層に基づいて第１の階層（Ｌ１）、第２の階層（Ｌ２）、第３の階層（Ｌ
３）に区分されることができる。第１の階層は、物理階層（ＰＨＹ（ｐｈｙｓｉｃａｌ）
　ｌａｙｅｒ）である。第２の階層は、ＭＡＣ（Ｍｅｄｉｕｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｏｎｔ
ｒｏｌ）階層、ＲＬＣ（Ｒａｄｉｏ　Ｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）階層、及びＰＤＣＰ（
Ｐａｃｋｅｔ　Ｄａｔａ　Ｃｏｎｖｅｒｇｅｎｃｅ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）階層に分離され
ることができる。第３の階層は、ＲＲＣ（Ｒａｄｉｏ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｃｏｎｔｒｏ
ｌ）階層である。
【００１６】
　無線通信システムは、ＯＦＤＭ（Ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖ
ｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ）／ＯＦＤＭＡ（Ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　Ｆｒｅ
ｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　ＭｕｌｔｉｐｌｅＡｃｃｅｓｓ）基盤システムである
。ＯＦＤＭは複数の直交副搬送波を用いる。ＯＦＤＭは、ＩＦＦＴ（ｉｎｖｅｒｓｅ　ｆ
ａｓｔ　Ｆｏｕｒｉｅｒ　Ｔｒａｎｓｆｏｒｍ）とＦＦＴ（ｆａｓｔ　Ｆｏｕｒｉｅｒ　
Ｔｒａｎｓｆｏｒｍ）との間の直交性特性を用いる。送信機はデータにＩＦＦＴを実行し
て送信する。受信機は受信信号にＦＦＴを実行して元データを復元する。送信機は多重副
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搬送波を結合するためにＩＦＦＴを使用し、受信機は多重副搬送波を分離するために対応
するＦＦＴを使用する。
【００１７】
　無線通信システムは多重アンテナ（ｍｕｌｔｉｐｌｅ　ａｎｔｅｎｎａ）システムであ
る。多重アンテナシステムは、多重入出力（ｍｕｌｔｉｐｌｅ－ｉｎｐｕｔ　ｍｕｌｔｉ
ｐｌｅ－ｏｕｔｐｕｔ；ＭＩＭＯ）システムであり、或いは多重入力シングル出力（ｍｕ
ｌｔｉｐｌｅ－ｉｎｐｕｔ　ｓｉｎｇｌｅ－ｏｕｔｐｕｔ；ＭＩＳＯ）システムまたはシ
ングル入力シングル出力（ｓｉｎｇｌｅ－ｉｎｐｕｔ　ｓｉｎｇｌｅ－ｏｕｔｐｕｔ；Ｓ
ＩＳＯ）システムまたはシングル入力多重出力（ｓｉｎｇｌｅ－ｉｎｐｕｔ　ｍｕｌｔｉ
ｐｌｅ－ｏｕｔｐｕｔ；ＳＩＭＯ）システムである。ＭＩＭＯシステムは複数の送信アン
テナと複数の受信アンテナを使用する。ＭＩＳＯシステムは複数の送信アンテナと一つの
受信アンテナを使用する。ＳＩＳＯシステムは一つの送信アンテナと一つの受信アンテナ
を使用する。ＳＩＭＯシステムは一つの送信アンテナと複数の受信アンテナを使用する。
【００１８】
　多重アンテナシステムで多重アンテナを用いた技法としては、ランク１でＳＦＢＣ（Ｓ
ｐａｃｅ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｂｌｏｃｋ　Ｃｏｄｅ）、ＳＴＢＣ（Ｓｐａｃｅ　Ｔｉ
ｍｅ　Ｂｌｏｃｋ　Ｃｏｄｅ）のようなＳＴＣ（Ｓｐａｃｅ－Ｔｉｍｅ　Ｃｏｄｉｎｇ）
、ＣＤＤ（Ｃｙｃｌｉｃ　Ｄｅｌａｙ　Ｄｉｖｅｒｓｉｔｙ）、ＦＳＴＤ（ｆｒｅｑｕｅ
ｎｃｙ　ｓｗｉｔｃｈｅｄ　ｔｒａｎｓｍｉｔ　ｄｉｖｅｒｓｉｔｙ）、ＴＳＴＤ（ｔｉ
ｍｅ　ｓｗｉｔｃｈｅｄ　ｔｒａｎｓｍｉｔ　ｄｉｖｅｒｓｉｔｙ）などが使われること
ができる。ランク２以上では空間多重化（Ｓｐａｔｉａｌ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ；
ＳＭ）、ＧＣＤＤ（Ｇｅｎｅｒａｌｉｚｅｄ　Ｃｙｃｌｉｃ　Ｄｅｌａｙ　Ｄｉｖｅｒｓ
ｉｔｙ）、Ｓ－ＶＡＰ（Ｓｅｌｅｃｔｉｖｅ　Ｖｉｒｔｕａｌ　Ａｎｔｅｎｎａ　Ｐｅｒ
ｍｕｔａｔｉｏｎ）などが使われることができる。ＳＦＢＣは、空間領域と周波数領域で
の選択性を効率的に適用し、該当次元でのダイバーシティ利得と多重ユーザスケジューリ
ング利得まで確保することができる技法である。ＳＴＢＣは、空間領域と時間領域での選
択性を適用する技法である。ＦＳＴＤは、多重アンテナで送信される信号を周波数で区分
する技法であり、ＴＳＴＤは、多重アンテナで送信される信号を時間で区分する技法であ
る。空間多重化は、アンテナ別に互いに異なるデータを送信して送信率を高める技法であ
る。ＧＣＤＤは、時間領域と周波数領域での選択性を適用する技法である。Ｓ－ＶＡＰは
、単一プリコーディング行列を使用する技法であり、空間ダイバーシティまたは空間多重
化で多重コードワードをアンテナ間に混合するＭＣＷ（Ｍｕｌｔｉ　Ｃｏｄｅｗｏｒｄ）
Ｓ－ＶＡＰと単一コードワードを使用するＳＣＷ（Ｓｉｎｇｌｅ　Ｃｏｄｅｗｏｒｄ）Ｓ
－ＶＡＰとがある。
【００１９】
　図２は、無線フレームの構造を示す。
【００２０】
　図２を参照すると、無線フレーム（Ｒａｄｉｏ　Ｆｒａｍｅ）は１０個のサブフレーム
（Ｓｕｂｆｒａｍｅ）で構成され、一つのサブフレームは２個のスロット（Ｓｌｏｔ）で
構成されることができる。無線フレーム内のスロットは０番から１９番までのスロット番
号が付けられる。一つのサブフレームの送信にかかる時間をＴＴＩ（ｔｒａｎｓｍｉｓｓ
ｉｏｎ　ｔｉｍｅ　ｉｎｔｅｒｖａｌ）という。ＴＴＩはデータ送信のためのスケジュー
リング単位を意味する。例えば、一つの無線フレームの長さは１０ｍｓであり、一つのサ
ブフレームの長さは１ｍｓであり、一つのスロットの長さは０．５ｍｓである。
【００２１】
　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または
サブフレームに含まれるスロットの数は多様に変更されることができる。
【００２２】
　図３は、一つのダウンリンクスロットに対するリソースグリッド（ｒｅｓｏｕｒｃｅ　
ｇｒｉｄ）を示す。
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【００２３】
　図３を参照すると、ダウンリンクスロットは、時間領域（ｔｉｍｅ　ｄｏｍａｉｎ）で
複数のＯＦＤＭシンボルを含み、周波数領域（ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ｄｏｍａｉｎ）でＮ
ＤＬリソースブロック（Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｂｌｏｃｋ；ＲＢ）を含む。ダウンリンクス
ロットに含まれるリソースブロックの数ＮＤＬはセルで設定されるダウンリンク送信帯域
幅（ｂａｎｄｗｉｄｔｈ）に従属する。例えば、ＬＴＥシステムにおけるＮＤＬは６０乃
至１１０のうちいずれか一つである。一つのリソースブロックは周波数領域で複数の副搬
送波を含む。
【００２４】
　リソースグリッド上の各要素（ｅｌｅｍｅｎｔ）をリソース要素（Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　
Ｅｌｅｍｅｎｔ）という。リソースグリッド上のリソース要素はスロット内のインデック
ス対（ｐａｉｒ）（ｋ，ｌ）により識別されることができる。ここで、ｋ（ｋ＝０，．．
．，ＮＤＬ×１２－１）は周波数領域の副搬送波インデックスであり、ｌ（ｌ＝０，．．
．，６）は時間領域のＯＦＤＭシンボルインデックスである。
【００２５】
　ここで、一つのリソースブロックは、時間領域で７ＯＦＤＭシンボル、周波数領域で１
２副搬送波で構成される７×１２リソース要素を含むことを例示的に記述するが、リソー
スブロック内のＯＦＤＭシンボルの数と副搬送波の数はこれに制限されない。ＯＦＤＭシ
ンボルの数と副搬送波の数はサイクリックプレフィックス（Ｃｙｃｌｉｃ　Ｐｒｅｆｉｘ
；以下、ＣＰという）の長さ、周波数間隔（ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ｓｐａｃｉｎｇ）など
によって多様に変更されることができる。例えば、一般（ｎｏｒｍａｌ）ＣＰの場合、Ｏ
ＦＤＭシンボルの数は７であり、拡張された（ｅｘｔｅｎｄｅｄ）ＣＰの場合、ＯＦＤＭ
シンボルの数は６である。一個のＯＦＤＭシンボルで副搬送波の数は１２８、２５６、５
１２、１０２４、１５３６、及び２０４８のうち一つである。
【００２６】
　図４は、サブフレームの構造を示す。
【００２７】
　図４を参照すると、サブフレームは２個の連続的な（ｃｏｎｓｅｃｕｔｉｖｅ）スロッ
トを含む。サブフレーム内で、第１のスロットの前方部の３ＯＦＤＭシンボルは、ＰＤＣ
ＣＨが割り当てられる制御領域（ｃｏｎｔｒｏｌ　ｒｅｇｉｏｎ）であり、残りのＯＦＤ
Ｍシンボルは、ＰＤＳＣＨが割り当てられるデータ領域（ｄａｔａ　ｒｅｇｉｏｎ）であ
る。ＰＤＣＣＨは、端末にＰＣＨとＤＬ－ＳＣＨのリソース割当及びＤＬ－ＳＣＨと関連
したＨＡＲＱ情報に対して知らせる。ＰＤＣＣＨは、端末にアップリンク送信のリソース
割当を知らせるアップリンクスケジューリンググラント（ＵＬ　ｓｃｈｅｄｕｌｉｎｇ　
ｇｒａｎｔ）を運ぶことができる。制御領域には、ＰＤＣＣＨの外にもＰＣＦＩＣＨ、Ｐ
ＨＩＣＨなどの制御チャネルが割り当てられることができる。ＰＣＦＩＣＨは、端末にサ
ブフレーム内でＰＤＣＣＨの送信に使われるＯＦＤＭシンボルの数を知らせる。ＰＣＦＩ
ＣＨは、サブフレーム毎に送信されることができる。ＰＨＩＣＨは、アップリンク送信に
対する応答としてＨＡＲＱ　ＡＣＫ／ＮＡＫ信号を運ぶ。端末はＰＤＣＣＨを介して送信
される制御情報をデコーディングしてＰＤＳＣＨを介して送信されるデータ情報を読み込
むことができる。ここで、制御領域が３ＯＦＤＭシンボルを含むことは例示に過ぎず、制
御領域には２ＯＦＤＭシンボルまたは１ＯＦＤＭシンボルが含まれることができる。サブ
フレーム内の制御領域が含むＯＦＤＭシンボルの数はＰＣＦＩＣＨを介して知ることがで
きる。
【００２８】
　以下、参照信号（Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ；ＲＳ）送信に使われるリソース
要素を参照シンボル（ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　ｓｙｍｂｏｌ）という。参照シンボルを除い
たリソース要素はデータ送信に使われることができる。データ送信に使われるリソース要
素をデータシンボルという。
【００２９】
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　参照信号は予め定義された参照信号シーケンスがかけられて送信されることができる。
例えば、参照信号シーケンスとしてＰＮ（Ｐｓｅｕｄｏ－ｒａｎｄｏｍ）シーケンス、ｍ
－シーケンスなどを用いることができる。参照信号シーケンスは、二進（ｂｉｎａｒｙ）
シーケンスまたは複素（ｃｏｍｐｌｅｘ）シーケンスを使用することができる。基地局が
参照信号シーケンスをかけて送信する場合、端末は隣接セルから受信される参照信号の干
渉を減少させてチャネル推定性能を向上させることができる。
【００３０】
　参照信号は、共用参照信号（ｃｏｍｍｏｎ　ＲＳ）と専用参照信号（ｄｅｄｉｃａｔｅ
ｄ　ＲＳ）とに区分されることができる。共用参照信号はセル内の全ての端末に送信され
る参照信号であり、専用参照信号はセル内の特定端末または特定端末グループに送信され
る参照信号である。共用参照信号をセル特定参照信号（Ｃｅｌｌ－ｓｐｅｃｉｆｉｃ　Ｒ
Ｓ）ということができ、専用参照信号を端末特定参照信号（ＵＥ－ｓｐｅｃｉｆｉｃ　Ｒ
Ｓ）ということができる。共用参照信号は全てのダウンリンクサブフレームを介して送信
されることができ、端末特定参照信号は端末に割り当てられた特定リソース領域を介して
送信されることができる。
【００３１】
　端末は、参照信号を介して獲得したチャネル情報を用いてデータ復調及びチャネル品質
測定を実行することができる。無線チャネルは、遅延拡散（ｄｅｌａｙ　ｓｐｒｅａｄｉ
ｎｇ）及びドップラー効果による周波数及び時間によって変化は特性を有するため、参照
信号は、周波数及び時間選択的チャネル変化を反映することができるように設計されなけ
ればならない。また、参照信号の送信によるオーバーヘッドによりデータ送信に影響を受
けないように、参照信号は適切なオーバーヘッドを超過しないように設計されなければな
らない。
【００３２】
　４個の送信アンテナ（４Ｔｘ）を有するＬＴＥシステムでは制御チャネルに対してＳＦ
ＢＣ－ＦＳＴＤ技法を使用しつつ４Ｔｘのために定義される参照信号を送信する。端末は
参照信号を用いてチャネル情報を獲得した後にデータ復調を実行する。ＬＴＥシステムで
連続される１４個または１２個のＯＦＤＭシンボルで構成されるサブフレームの初期２個
乃至３個のＯＦＤＭシンボルが制御チャネルに割り当てられ、サブフレームの残りのＯＦ
ＤＭシンボルがデータチャネルに割り当てられる。特に、制御チャネルは、基地局のアン
テナ構成によって定義される送信ダイバーシティ技法により送信される。
【００３３】
　まず、共用参照信号に対して説明する。
【００３４】
　図５は、一個のアンテナに対する共用参照信号構造の一例を示す。図６は、２個のアン
テナに対する共用参照信号構造の一例を示す。図７は、ノーマルＣＰが適用されたサブフ
レームで４個のアンテナに対する共用参照信号構造の一例を示す。図８は、拡張ＣＰが適
用されたサブフレームで４個のアンテナに対する共用参照信号構造の一例を示す。これは
３ＧＰＰ　ＴＳ　３６．２１１　Ｖ８．４．０（２００８－０９）　Ｔｅｃｈｎｉｃａｌ
　Ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎ　Ｇｒｏｕｐ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｎｅｔｗｏｒ
ｋ；Ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃ
ｃｅｓｓ（Ｅ－ＵＴＲＡ）；Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｃｈａｎｎｅｌｓ　ａｎｄ　Ｍｏｄｕｌ
ａｔｉｏｎ（Ｒｅｌｅａｓｅ　８）の６．１０．１節を参照することができる。
【００３５】
　図５乃至図８を参照すると、複数のアンテナを使用する多重アンテナ送信の場合、各ア
ンテナ毎にリソースグリッドが存在し、各アンテナのための少なくとも一つの参照信号が
各々のリソースグリッドにマッピングされることができる。各アンテナ別参照信号は参照
シンボルで構成される。Ｒｐはｐ番アンテナの参照シンボルを示す（ｐは｛０，１，２，
３｝のうちいずれか一つである）。Ｒ０乃至Ｒ３は互いに重複するリソース要素にマッピ
ングされない。
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【００３６】
　一個のＯＦＤＭシンボルで各Ｒｐは６副搬送波間隔に位置することができる。サブフレ
ーム内のＲ０の数とＲ１の数は同じであり、Ｒ２の数とＲ３の数は同じである。サブフレ
ーム内のＲ２、Ｒ３の数はＲ０、Ｒ１の数より少ない。Ｒｐはｐ番アンテナを介してのみ
送信される。アンテナ間干渉を与えないためである。共用参照信号はストリームの個数に
関係なしに常にアンテナの個数ほど送信される。共用参照信号はアンテナ毎に独立的な参
照信号を有する。共用参照信号のサブフレーム内の周波数領域の位置及び時間領域の位置
は端末に関係なしに決められる。共用参照信号にかけられる共用参照信号シーケンスも端
末に関係なしに生成される。従って、セル内の全ての端末は共用参照信号を受信すること
ができる。ただし、共用参照信号のサブフレーム内の位置及び共用参照信号シーケンスは
セルＩＤによって決められることができる。従って、共用参照信号はセル特定参照信号（
ｃｅｌｌ－ｓｐｅｃｉｆｉｃ　ＲＳ）とも呼ばれる。
【００３７】
　具体的に、共用参照信号のサブフレーム内の時間領域の位置はアンテナの番号、リソー
スブロック内のＯＦＤＭシンボルの個数によって決められることができる。共用参照信号
のサブフレーム内の周波数領域の位置は、アンテナの番号、セルＩＤ、ＯＦＤＭシンボル
インデックス（ｌ）、無線フレーム内のスロット番号などによって決められることができ
る。
【００３８】
　共用参照信号シーケンスは、一つのサブフレーム内のＯＦＤＭシンボル単位に適用され
ることができる。共用参照信号シーケンスは、セルＩＤ、一つの無線フレーム内のスロッ
ト番号、スロット内のＯＦＤＭシンボルインデックス、ＣＰの種類などによって変わるこ
とができる。
【００３９】
　参照シンボルを含むＯＦＤＭシンボルで各アンテナ別参照シンボルの個数は２個である
。サブフレームは、周波数領域でＮＤＬリソースブロックを含むため、一個のＯＦＤＭシ
ンボルで各アンテナ別参照シンボルの個数は２×ＮＤＬである。従って、共用参照信号の
シーケンス長さは２×ＮＤＬである。
【００４０】
　数式１は、共用参照信号のシーケンスをｒ（ｍ）とする時、ｒ（ｍ）として使われる複
素シーケンスの一例を示す。
【００４１】
【数１】

【００４２】
　ここで、ｎｓは無線フレームでスロット番号であり、ｌはスロットでのＯＦＤＭシンボ
ルの番号を示す。ｍは０，１，．．．，２Ｎｍａｘ，ＤＬ－１である。Ｎｍａｘ，ＤＬは
最大帯域幅に該当するリソースブロックの個数である。例えば、ＬＴＥシステムでＮｍａ

ｘ，ＤＬは１１０になる。ｃ（ｉ）はＰＮシーケンスであり、長さ－３１のゴールド（Ｇ
ｏｌｄ）シーケンスにより定義されることができる。数式２は、２×Ｎｍａｘ，ＤＬ長さ
のシーケンスｃ（ｉ）の一例を示す。
【００４３】
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【数２】

【００４４】
　ここで、ＮＣ＝１６００であり、ｘ１（ｉ）は第１のｍ－シーケンスであり、ｘ２（ｉ
）は第２のｍ－シーケンスである。例えば、第１のｍ－シーケンスまたは第２のｍ－シー
ケンスはＯＦＤＭシンボル毎に、セルＩＤ、一つの無線フレーム内のスロット番号、スロ
ット内のＯＦＤＭシンボルインデックス、ＣＰの種類などによって初期化（ｉｎｉｔｉａ
ｌｉｚａｔｉｏｎ）されることができる。数式３は、初期化ＰＮシーケンスｃｉｎｉｔの
一例を示す。
【００４５】
【数３】

【００４６】
　ここで、ＮＣＰの値は、ノーマルＣＰで１であり、拡張ＣＰで０である。
【００４７】
　生成された共用参照信号シーケンスはリソース要素にマッピングされる。数式４は、共
用参照信号シーケンスがリソース要素にマッピングされる一例を示す。共用参照信号シー
ケンスは、スロットｎｓでアンテナｐのための複素変調シンボル（ｃｏｍｐｌｅｘ－ｖａ
ｌｕｅｄ　ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ　ｓｙｍｂｏｌｓ）ａｋ，ｌ

（Ｐ）でマッピングされる
ことができる。
【００４８】

【数４】

【００４９】
【数５】

【００５０】
　ここで、υ及びυｓｈｉｆｔは、互いに異なる参照信号のための周波数領域での位置で
定義される。υは、数式５のように与えられることができる。
【００５１】



(15) JP 5809732 B2 2015.11.11

10

20

30

40

50

【数６】

【００５２】
　セル特定周波数シフト（ｃｅｌｌ－ｓｐｅｃｉｆｉｃ　ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ｓｈｉｆ
ｔ）υｓｈｉｆｔは、数式６のように決められることができる。
【００５３】

【数７】

【００５４】
　一方、Ｎｍａｘ，ＤＬより小さい帯域幅を有するシステムの場合、２×Ｎｍａｘ，ＤＬ

長さに生成された参照信号シーケンスで一定部分のみ選択されて使われることができる。
【００５５】
　以下、専用参照信号に対して説明する。
【００５６】
　図９は、ノーマルＣＰが適用されたサブフレームで専用参照信号構造の一例を示す。図
１０は、拡張ＣＰが適用されたサブフレームで専用参照信号構造の一例を示す。
【００５７】
　図９及び図１０を参照すると、ノーマルＣＰが適用された場合、１　ＴＴＩは１４ＯＦ
ＤＭシンボルを含む。拡張ＣＰが適用された場合、１　ＴＴＩは１２ＯＦＤＭシンボルを
含む。ここで、Ｒ５は専用参照信号を送信する５番アンテナの参照シンボルを表す。ノー
マルＣＰが適用された場合、参照シンボルを含む一個のＯＦＤＭシンボルにおける参照シ
ンボルは４副搬送波間隔に位置される。拡張ＣＰが適用された場合、参照シンボルを含む
一個のＯＦＤＭシンボルにおける参照シンボルは３副搬送波間隔に位置される。
【００５８】
　専用参照信号はストリームの個数ほど送信される。専用参照信号は、基地局が特定端末
にダウンリンク情報をビーム形成して送信する場合に使われることができる。専用参照信
号は制御領域に含まれずにデータ領域に含まれることができる。専用参照信号は、ＰＤＳ
ＣＨがマッピングされたリソースブロックを介して送信されることができる。即ち、特定
端末が割当を受けたＰＤＳＣＨを介して特定端末に対する専用参照信号が送信される。
【００５９】
　専用参照信号のサブフレーム内の周波数領域の位置及び時間領域の位置は、ＰＤＳＣＨ
送信のために割り当てられたリソースブロックによって決められることができる。専用参
照信号にかけられる専用参照信号シーケンスは、端末ＩＤによって決められることができ
る。この場合、セル内の端末ＩＤに該当する特定端末のみが専用参照信号を受信すること
ができる。従って、専用参照信号は端末特定参照信号（ＵＥ－ｓｐｅｃｉｆｉｃ　ＲＳ）
とも呼ばれる。
【００６０】
　具体的に、専用参照信号のサブフレーム内の時間領域の位置は、無線フレーム内のスロ
ット番号、ＣＰの種類によって決められることができる。専用参照信号のサブフレーム内
の周波数領域の位置は、ＰＤＳＣＨ送信のために割り当てられたリソースブロック、セル



(16) JP 5809732 B2 2015.11.11

10

20

30

40

50

ＩＤ、ＯＦＤＭシンボルインデックス（ｌ）、ＣＰの種類などによって決められることが
できる。
【００６１】
　専用参照信号は、共用参照信号と同時に使われることができる。例えば、サブフレーム
内の１番目のスロットの３ＯＦＤＭシンボル（ｌ＝０，１，２）を介して制御情報が送信
されると仮定する。ＯＦＤＭシンボルインデックスが０、１、２（ｌ＝０，１，２）であ
るＯＦＤＭシンボルでは共用参照信号を使用し、３個ＯＦＤＭシンボルを除いた残りのＯ
ＦＤＭシンボルでは専用参照信号を使用することができる。
【００６２】
　アンテナ構成を増加させた多重アンテナシステムでは増加されたアンテナ構成による参
照信号構造及び送信技法が設計されなければならない。例えば、既存の４Ｔｘシステムで
８Ｔｘシステムにアンテナ構成が増加される場合、８個の送信アンテナのチャネルを区分
することができるように各アンテナの参照信号が時間領域または周波数領域またはコード
領域で多重化されて送信されることができる。各アンテナの参照信号は、各送信アンテナ
に対するチャネル測定のための参照信号である。以下、各送信アンテナに対するチャネル
測定のための参照信号をＣＱＩ　ＲＳ（Ｃｈａｎｎｅｌ　ｑｕａｌｉｔｙ　ｍｅａｓｕｒ
ｅｍｅｎｔ　Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ）または簡単にＣＱＩ　ＲＳと呼ぶ。
【００６３】
　図１１は、本発明の一実施例に係る多重アンテナシステムの参照信号送信方法を示す。
【００６４】
　図１１を参照すると、基地局はＣＱＩ　ＲＳ設定指示子（ＣＱＩ　ＲＳ　ｃｏｎｆｉｇ
ｕｒａｔｉｏｎ　ｉｎｄｉｃａｔｏｒ；即ち、ＣＲ　Ｓｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　ｉ
ｎｄｉｃａｔｏｒ）を端末に送信する（Ｓ１０１）。ＣＱＩ　ＲＳ設定指示子は、ＣＱＩ
　ＲＳ（即ち、ＣＱＩ　ＲＳ）が送信されることができる無線リソース情報、例えば、Ｃ
ＱＩ　ＲＳが送信されるサブフレーム及び周期情報、時間オフセット、サブフレーム内の
ＯＦＤＭシンボル及び／またはリソース要素、サブフレーム内のリソース要素パターン、
アンテナ情報などのＣＱＩ　ＲＳ設定情報のうち一部または全部を指示することができる
。
【００６５】
　ＣＱＩ　ＲＳが送信されるサブフレームは、Ｐ－ＳＣＨ（Ｐｒｉｍａｒｙ　Ｓｙｎｃｈ
ｒｏｎｉｚａｔｉｏｎ　Ｃｈａｎｎｅｌ）、Ｓ－ＳＣＨ（Ｓｅｃｏｎｄａｒｙ　Ｓｙｎｃ
ｈｒｏｎｉｚａｔｉｏｎ　Ｃｈａｎｎｅｌ）またはＰ－ＢＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ－Ｂｒ
ｏａｄｃａｓｔ　Ｃｈａｎｎｅｌ）が送信されるサブフレームでないサブフレームである
。Ｐ－ＳＣＨはＯＦＤＭシンボル同期またはスロット同期を得るために使われ、Ｐ－ＳＣ
Ｈは０番目のスロットと１０番目のスロットの最後のＯＦＤＭシンボルに位置する。即ち
、Ｐ－ＳＣＨは０番目のサブフレームと５番目のサブフレームで送信される。Ｓ－ＳＣＨ
はフレーム同期を得るために使用する。Ｓ－ＳＣＨは０番目のスロットと１０番目のスロ
ットの最後のＯＦＤＭシンボルの直前ＯＦＤＭシンボルに位置する。即ち、Ｓ－ＳＣＨは
０番目のサブフレーム及び５番目のサブフレームで送信される。スロット上でＰ－ＳＣＨ
とＳ－ＳＣＨが配置されるＯＦＤＭシンボルの数や位置は例示に過ぎず、システムによっ
て多様に変更されることができる。Ｐ－ＢＣＨは、無線フレームで０番目のサブフレーム
に位置する。Ｐ－ＢＣＨは、該当基地局の基本的なシステム構成（ｓｙｓｔｅｍ　ｃｏｎ
ｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ）情報を得るために使われる。Ｐ－ＢＣＨは、周期を有して送信さ
れることができ、例えば、４０ｍｓの周期を有することができる。
【００６６】
　ＣＱＩ　ＲＳは周期的に送信されることができ、周期情報はこのような周期を示す。例
えば、ＣＱＩ　ＲＳは５、１０、２０、５０サブフレームを周期にして反復的に送信され
ることができる。時間オフセットは、ＣＱＩ　ＲＳの送信が予定されたサブフレームに対
するオフセット情報を指示する。例えば、サブフレームｎで送信予定されているＣＱＩ　
ＲＳは、時間オフセットが与えられる場合、サブフレームｎ＋０、ｎ＋１、ｎ＋２、ｎ＋
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３、ｎ＋４のうちいずれか一つで送信されることができる。
【００６７】
　アンテナ情報は、既存のシステムで使われるセル特定的参照信号（即ち、共用参照信号
）がＣＱＩ　ＲＳとして活用されか否かによって追加的にＣＱＩ　ＲＳが要求されるアン
テナに対する情報を指示する。例えば、４個のアンテナを使用する既存システムで使われ
る共用参照信号を８個のアンテナを使用する新たなシステムでＣＱＩ　ＲＳとして使用す
ることができる。このような場合、既存システムで使われる共用参照信号を８個のアンテ
ナのうち何個のアンテナに適用するかによって追加的にＣＱＩ　ＲＳが要求されるアンテ
ナが変わることができる。８個のアンテナのうち一つのアンテナにのみ既存の共用参照信
号を使用する場合、７個のアンテナに対してＣＱＩ　ＲＳが必要である。または、２個／
４個のアンテナに既存の共用参照信号を使用する場合、６個／４個のアンテナに対してＣ
ＱＩ　ＲＳが必要である。または、既存システムで使われる共用参照信号を使用せず、８
個のアンテナに対してＣＱＩ　ＲＳを定義することもできる。以下、８個のアンテナに対
してＣＱＩ　ＲＳを定義する例を説明するが、これは制限でなく、既存の共用参照信号を
ＣＱＩ　ＲＳとして再活用する場合にも本発明は適用されることができる。
【００６８】
　前述した情報のうち少なくともいずれか一つを指示するＣＱＩ　ＲＳ設定指示子は、セ
ル内の全ての端末にブロードキャストされることもでき、特定端末または端末グループに
Ｌ１／Ｌ２信号を介して送信されることもできる。
【００６９】
　基地局は、ＣＱＩ　ＲＳ（即ち、ＣＲＳ）を端末に送信する（Ｓ１０２）。基地局がＣ
ＱＩ　ＲＳを送信する場合、サブフレーム内でＣＱＩ　ＲＳが配置される無線リソース、
即ち、ＣＱＩ　ＲＳが配置されるサブフレーム内のＯＦＤＭシンボル及び／またはリソー
ス要素、サブフレーム内のリソース要素パターンなどに対しては詳細に後述する。
【００７０】
　端末は、ＣＱＩ　ＲＳを受信して各送信アンテナに対するチャネルを測定する（Ｓ１０
３）。端末は、チャネル測定後にＣＱＩ（ｃｈａｎｎｅｌ　ｑｕａｌｉｔｙ　ｉｎｄｉｃ
ａｔｏｒ）のようなダウンリンクチャネル測定情報を基地局にフィードバックする（Ｓ１
０４）。
【００７１】
　以下、サブフレーム内でＣＱＩ　ＲＳが配置されることができる無線リソース及びリソ
ース要素パターンを説明する。
【００７２】
　ＣＱＩ　ＲＳは、共用参照信号または専用参照信号が配置される無線リソースを除いた
無線リソースに配置されることができる。ノーマルＣＰにおける共用参照信号は、２個の
アンテナを使用する送信で０、４、７、１１番目のＯＦＤＭシンボルで送信され、４個の
アンテナを使用する送信で追加的に１、８番目のＯＦＤＭシンボルで送信されることがで
きる。専用参照信号は、時間領域で３、６、９、１２番目のＯＦＤＭシンボルで送信され
ることができる（これは例示に過ぎず、専用参照信号は他のＯＦＤＭシンボルで送信され
ることもできる。以下、同じである）。従って、ＣＱＩ　ＲＳは、共用参照信号と専用参
照信号が配置されるＯＦＤＭシンボルを除いた５、１０、１３番目のＯＦＤＭシンボルの
うちいずれか一つに配置されることができ、選択的に８番目のＯＦＤＭシンボルに配置さ
れることができる。
【００７３】
　拡張ＣＰにおける共用参照信号は、２個のアンテナを使用する送信で時間領域で０、３
、６、９番目のＯＦＤＭシンボルで送信され、４個のアンテナを使用する送信で追加的に
１、７番目のＯＦＤＭシンボルで送信されることができる。専用参照信号は、時間領域で
４、７、１０番目のＯＦＤＭシンボルで送信されることができる。従って、ＣＱＩ　ＲＳ
は、共用参照信号と専用参照信号が配置されるＯＦＤＭシンボルを除いた５、８、１１番
目のシンボルに配置されることができる。
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【００７４】
　前述の例とは違って、専用参照信号はシステムによって位置が変わることができる。例
えば、専用参照信号は、ＬＴＥ－Ａのようなシステムにおいて、ノーマルＣＰの場合、５
、６、１２、１３ＯＦＤＭシンボルに配置されることができ、拡張ＣＰの場合、４、５、
１０、１１ＯＦＤＭシンボルに配置されることができる。このような場合、ＣＱＩ　ＲＳ
は前述した共用参照信号と専用参照信号（ＬＴＥ－Ａに対する）が配置される無線リソー
スを除いた無線リソースに配置されることができる。
【００７５】
　ＣＱＩ　ＲＳはサブフレーム内のＯＦＤＭシンボルのうち少なくとも一個のＯＦＤＭシ
ンボルに配置されて送信されることができる。このようなＯＦＤＭシンボルで総４、６、
８、１２または１６個のリソース要素にＣＱＩ　ＲＳが配置されることができる。多重ア
ンテナシステムの場合、各アンテナ別ＣＱＩ　ＲＳを区分する必要があり、これは各アン
テナ別ＣＱＩ　ＲＳ間干渉を防止するためである。各アンテナ別ＣＱＩ　ＲＳを区分する
ためにＦＤＭ（Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ）、
ＴＤＭ（Ｔｉｍｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ）またはＣＤＭ（Ｃｏ
ｄｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ）などが使われることができる。Ｆ
ＤＭは、各アンテナ別ＣＱＩ　ＲＳが周波数領域で分離されて送信されることである。Ｔ
ＤＭは、各アンテナ別ＣＱＩ　ＲＳが時間領域で分離されて送信されることである。ＣＤ
Ｍは、各アンテナ別ＣＱＩ　ＲＳに他のシーケンスが使われて送信されることである。Ｆ
ＤＭ、ＴＤＭを使用して多重アンテナを介して参照信号を送信する場合、各アンテナ別Ｃ
ＱＩ　ＲＳが配置されるリソース要素は重複されない。ＣＤＭを使用する場合、各アンテ
ナ別ＣＱＩ　ＲＳが配置されるリソース要素は重複されることができる。
【００７６】
　以下、サブフレーム内の一個のＯＦＤＭシンボルで４、６または８個のリソース要素に
ＣＱＩ　ＲＳを配置する例を順に説明する。ＣＱＩ　ＲＳは、例えば、ノーマルＣＰの場
合、ＯＦＤＭシンボル５、８、１０、１３の中からいずれか一つが選択されることができ
る。拡張ＣＰの場合、ＯＦＤＭシンボル５、８、１１の中からいずれか一つが選択される
ことができる。また、専用参照信号の位置によってノーマルＣＰの場合、ＯＦＤＭシンボ
ル３、５、６、８、９、１０、１２、１３の中からいずれか一つが選択されることができ
、拡張ＣＰの場合、ＯＦＤＭシンボル４、５、７、８、１０、１１の中からいずれか一つ
が選択されることができる。
【００７７】
　専用参照信号がＬＴＥ－Ａのように配置される場合、ＣＱＩ　ＲＳは、ノーマルＣＰの
場合、ＯＦＤＭシンボル３、８、９、１０の中からいずれか一つが選択されることができ
、拡張ＣＰの場合、ＯＦＤＭシンボル２、７、８の中からいずれか一つが選択されること
ができる。
【００７８】
　図１２は、一個のＯＦＤＭシンボルで４個のリソース要素にＣＱＩ　ＲＳを配置する例
を示す。
【００７９】
　図１２を参照すると、時間領域で一個のＯＦＤＭシンボル、周波数領域で１２個の副搬
送波を含むリソース領域で４個のリソース要素にＣＱＩ　ＲＳが配置される。ＣＱＩ　Ｒ
Ｓが配置されるリソース要素は互いに同一距離ほど離隔されて配置されることができる。
例えば、３個のリソース要素距離ほど離隔されて配置されることができる。ＣＱＩ　ＲＳ
は、ＣＤＭまたは｛ＣＤＭ，ＴＤＭ｝を使用して８個のアンテナを区分して配置されるこ
とができる。
【００８０】
　例えば、４個のリソース要素に配置されたＣＱＩ　ＲＳはＣＤＭされて８個のアンテナ
を区分することができる。即ち、同一な４個のリソース要素に互いに異なるコードがＣＤ
Ｍされて８個のアンテナを区分することができる。この場合、一つのサブフレーム内で８
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個のアンテナの全部に対するＣＱＩ　ＲＳを送信することができ、デューティサイクル（
ｄｕｔｙ　ｃｙｃｌｅ）は１である。
【００８１】
　または、ＣＱＩ　ＲＳは一つのサブフレームで４個のアンテナを区分することができる
ようにＣＤＭされ、このように構成されたサブフレーム２個を用いて８個のアンテナを区
分して送信されることができる。例えば、サブフレームｎ（ｎは整数）でアンテナ０、１
、２、３に対するＣＱＩ　ＲＳをＣＤＭして送信し、サブフレームｎ＋ｋ（ｋは１以上の
自然数）でアンテナ４、５、６、７に対するＣＱＩ　ＲＳをＣＤＭして送信することがで
きる。即ち、ＣＤＭ及びＴＤＭしてＣＱＩ　ＲＳを送信することができる。この場合、デ
ューティサイクルは２である。
【００８２】
　または、ＣＱＩ　ＲＳは一つのサブフレームで２個のアンテナを区分することができる
ようにＣＤＭされ、このように構成されたサブフレーム４個を用いて８個のアンテナを区
分して送信されることができる。例えば、サブフレームｎでアンテナ０、１に対するＣＱ
Ｉ　ＲＳをＣＤＭして送信し、サブフレームｎ＋１でアンテナ２、３、サブフレームｎ＋
２でアンテナ４、５、サブフレームｎ＋３でアンテナ６、７に対するＣＱＩ　ＲＳをＣＤ
Ｍして送信することができる。この場合、デューティサイクルは４である。前記例では連
続されたサブフレームを例示したが、これは制限されるものではない。
【００８３】
　または、ＣＱＩ　ＲＳは一つのサブフレームで１個のアンテナに対するＣＱＩ　ＲＳを
送信し、このようなサブフレームを８個用いて８個のアンテナを区分して送信されること
ができる。この場合、デューティサイクルは８である。
【００８４】
　サブフレームのＯＦＤＭシンボルのインデックスを０から１３まで（ノーマルＣＰの場
合）付与すると仮定すると、サブフレーム内でＣＱＩ　ＲＳが配置されることができるＯ
ＦＤＭシンボルは、ノーマルＣＰの場合、５、８、１０、１３ＯＦＤＭシンボルのうちい
ずれか一つになることができる。拡張ＣＰの場合、５、８、１１ＯＦＤＭシンボルのうち
いずれか一つになることができる。専用参照信号がＬＴＥ－Ａのように配置される場合、
ＣＱＩ　ＲＳは、ノーマルＣＰの場合、ＯＦＤＭシンボル３、８、９、１０の中からいず
れか一つが選択されることができ、拡張ＣＰの場合、ＯＦＤＭシンボル２、７、８の中か
らいずれか一つが選択されることができる。即ち、ＣＱＩ　ＲＳは、サブフレーム内で共
用参照信号と専用参照信号が配置されるＯＦＤＭシンボルを除いたＯＦＤＭシンボルに配
置されることができる。専用参照信号がどのＯＦＤＭシンボルに配置されるかによってＣ
ＱＩ　ＲＳが配置されることができるＯＦＤＭシンボルは多様に変更されることができる
。
【００８５】
　前記例ではＣＱＩ　ＲＳを８個のアンテナに対して区分する場合を例示したが、これは
制限されるものではない。既存に定義されたレガシーＲＳを複数のアンテナのうち少なく
とも一つに適用し、本発明によるＣＱＩ　ＲＳを残りのアンテナに対して適用することも
可能である。例えば、アンテナ０乃至７のうちアンテナ０に対してレガシーＲＳを使用し
、アンテナ１乃至７に対しては本発明によるＣＱＩ　ＲＳを使用することも可能である。
【００８６】
　ＣＱＩ　ＲＳは各セル別にＯＦＤＭシンボル内のリソース要素位置がシフトされて適用
されることができ、または、全てのセルでＣＱＩ　ＲＳが配置されるリソース要素位置が
固定されることもできる。
【００８７】
　図１３は、一個のＯＦＤＭシンボルで４個のリソース要素に２個のＣＱＩ　ＲＳを配置
する例を示す。
【００８８】
　図１２とは違って、図１３では４個のリソース要素に２個のＣＱＩ　ＲＳが配置される
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。即ち、２個のリソース要素にＣＱＩ　ＲＳ　１が配置され、残りの２個のリソース要素
にＣＱＩ　ＲＳ　２が配置されることができる。ＣＱＩ　ＲＳが配置されるリソース要素
のパターンは、図１３（ａ）のように同一なリソース要素距離ほど離隔されることもでき
、図１３（ｂ）のように２個の連続されたリソース要素対にＣＱＩ　ＲＳを配置し、この
ようなリソース要素対が所定リソース要素距離ほど離隔されることもできる。または、図
１３（ｃ）のようにＣＱＩ　ＲＳ　１が配置されるリソース要素とＣＱＩ　ＲＳ　２が配
置されるリソース要素が同じでないリソース要素距離を有することもできる。ＣＱＩ　Ｒ
Ｓ　１及びＣＱＩ　ＲＳ　２は、互いに異なる基本シーケンスを使用して区分されること
ができる。
【００８９】
　ＣＱＩ　ＲＳ　１及びＣＱＩ　ＲＳ　２は｛ＣＤＭ，ＦＤＭ｝または｛ＣＤＭ，ＦＤＭ
，ＴＤＭ｝または｛ＦＤＭ，ＴＤＭ｝を使用して８個のアンテナを区分して配置されるこ
とができる。
【００９０】
　｛ＣＤＭ，ＦＤＭ｝を使用する場合、４個のリソース要素のうち２個のリソース要素に
配置されたＣＱＩ　ＲＳ　１はＣＤＭされて４個のアンテナ（例えばアンテナ０乃至３）
を区分することができ、残りの２個のリソース要素に配置されたＣＱＩ　ＲＳ　２もＣＤ
Ｍされて４個のアンテナ（アンテナ４乃至７）を区分することができる。この場合、一つ
のサブフレーム内で８個のアンテナの全部に対するＣＱＩ　ＲＳを送信することができる
。
【００９１】
　｛ＣＤＭ，ＦＤＭ，ＴＤＭ｝を使用する場合、一つのサブフレームで４個のアンテナを
区分することができるように｛ＣＤＭ，ＦＤＭ｝され、このように構成されたサブフレー
ム２個を用いて８個のアンテナを区分して送信されることができる。例えば、サブフレー
ムｎ（ｎは整数）で、ＣＱＩ　ＲＳ　１はアンテナ０、１を区分することができるように
ＣＤＭされ、ＣＱＩ　ＲＳ　２はアンテナ２、３を区分することができるようにＣＤＭさ
れることができる。前述したが、ＣＱＩ　ＲＳ　１とＣＱＩ　ＲＳ　２は互いに異なるリ
ソース要素に割り当てられるためＦＤＭされる。サブフレームｎ＋ｋ（ｋは１以上の自然
数）で、ＣＱＩ　ＲＳ　１はアンテナ４、５を区分することができるようにＣＤＭされ、
ＣＱＩ　ＲＳ　２はアンテナ６、７を区分することができるようにＣＤＭされることがで
きる。この場合、デューティサイクルは２である。
【００９２】
　｛ＦＤＭ，ＴＤＭ｝を使用する場合、一つのサブフレームでＣＱＩ　ＲＳ　１、ＣＱＩ
　ＲＳ　２が２個のアンテナを区分し、このように構成されたサブフレーム４個を用いて
８個のアンテナを区分して送信されることができる。例えば、サブフレームｎでＣＱＩ　
ＲＳ　１はアンテナ０、ＣＱＩ　ＲＳ　２はアンテナ１に対して使われ、サブフレームｎ
＋１でＣＱＩ　ＲＳ　１はアンテナ２、ＣＱＩ　ＲＳ　２はアンテナ３に対して使われ、
サブフレームｎ＋２でＣＱＩ　ＲＳ　１はアンテナ４、ＣＱＩ　ＲＳ　２はアンテナ５に
対して使われ、サブフレームｎ＋３でＣＱＩ　ＲＳ　１はアンテナ６、ＣＱＩ　ＲＳ　２
はアンテナ７に対して使われることができる。この場合、デューティサイクルは４である
。前記例では連続されたサブフレームを例示したが、これは制限されるものではない。
【００９３】
　図１４は、一個のＯＦＤＭシンボルで４個のリソース要素に４個のＣＱＩ　ＲＳを配置
する例を示す。
【００９４】
　図１３と違って、図１４では４個のリソース要素に４個のＣＱＩ　ＲＳが配置される。
即ち、４個のリソース要素のうち１個のリソース要素毎にＣＱＩ　ＲＳ　１乃至ＣＱＩ　
ＲＳ　４が一つずつ配置される。ＣＱＩ　ＲＳが配置されるリソース要素のパターンは、
図１４（ａ）及び図１４（ｃ）のように同一なリソース要素距離（図１４（ａ）は３リソ
ース要素距離、図１４（ｃ）は２リソース要素距離）ほど離隔されることもでき、図１４



(21) JP 5809732 B2 2015.11.11

10

20

30

40

50

（ｂ）のように４個の連続されたリソース要素にＣＱＩ　ＲＳ　１乃至ＣＱＩ　ＲＳ　４
が配置されることもできる。ＣＱＩ　ＲＳ　１乃至ＣＱＩ　ＲＳ　４は互いに異なる基本
シーケンスを使用して区分されることができる。
【００９５】
　ＣＱＩ　ＲＳ　１乃至ＣＱＩ　ＲＳ　４は、｛ＣＤＭ，ＦＤＭ｝または｛ＦＤＭ，ＴＤ
Ｍ｝を使用して８個のアンテナを区分して配置されることができる。
【００９６】
　｛ＣＤＭ，ＦＤＭ｝を使用する場合、一つのサブフレームでＣＱＩ　ＲＳ　１乃至ＣＱ
Ｉ　ＲＳ　４の各々はＣＤＭされて２個のアンテナを区分することによって８個のアンテ
ナを区分することができる。
【００９７】
　｛ＦＤＭ，ＴＤＭ｝を使用する場合、一つのサブフレームでＦＤＭにより区分されるＣ
ＱＩ　ＲＳ　１乃至ＣＱＩ　ＲＳ　４が４個のアンテナ（例えば、アンテナ０乃至３）を
区分し、他のサブフレームでＦＤＭにより区分されるＣＱＩ　ＲＳ　１乃至ＣＱＩ　ＲＳ
　４が４個のアンテナ（例えば、アンテナ４乃至７）を区分する方式に８個のアンテナを
区分することができる。
【００９８】
　図１５は、図１４で説明したＣＱＩ　ＲＳ配置方法をサブフレームに適用する例を示す
。
【００９９】
　図１５を参照すると、ノーマルＣＰの場合、第２のスロットのＯＦＤＭシンボル１３に
ＣＱＩ　ＲＳ　１乃至４が配置される。拡張ＣＰの場合、第２のスロットのＯＦＤＭシン
ボル１１にＣＱＩ　ＲＳ　１乃至ＣＱＩ　ＲＳ　４が配置される。即ち、図１４（ａ）で
説明したＣＱＩ　ＲＳが配置されるリソース要素パターンを適用した一例である。図１５
に示していないが、同様に、図１４（ｂ）、（ｃ）のリソース要素パターンも同一に適用
されることができる。また、図１５ではサブフレームの最後のＯＦＤＭシンボルにＣＱＩ
　ＲＳ　１乃至ＣＱＩ　ＲＳ　４を適用した例を説明したが、共用参照信号（ｃｅｌｌ　
ｓｐｅｃｉｆｉｃ　Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ）または専用参照信号（Ｄｅｄｉ
ｃａｔｅｄ　Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ）が配置されるＯＦＤＭシンボルを除い
たＯＦＤＭシンボルのうちいずれか一つに適用されることができることは当然である（以
下の説明でも同じである）。
【０１００】
　図１６は、一個のＯＦＤＭシンボルで６個のリソース要素にＣＱＩ　ＲＳを配置する例
を示す。
【０１０１】
　図１６（ａ）を参照すると、時間領域で一個のＯＦＤＭシンボル、周波数領域で１２個
の副搬送波を含むリソース領域で６個のリソース要素にＣＱＩ　ＲＳが配置される。ＣＱ
Ｉ　ＲＳが配置されるリソース要素は互いに同一なリソース要素距離（２リソース要素距
離）ほど離隔されて配置されることができる。ＣＱＩ　ＲＳは、ＣＤＭまたは｛ＣＤＭ，
ＴＤＭ｝または｛ＦＤＭ，ＴＤＭ｝を使用して８個のアンテナを区分して配置されること
ができる。
【０１０２】
　例えば、一つのサブフレーム内の６個のリソース要素に配置されたＣＱＩ　ＲＳはＣＤ
Ｍされて８個のアンテナを区分することができる。または、ＣＱＩ　ＲＳは一つのサブフ
レームで４個のアンテナを区分することができるようにＣＤＭされ、このように構成され
たサブフレーム２個を用いて８個のアンテナを区分して送信されることができる。例えば
、サブフレームｎ（ｎは整数）でアンテナ０、１、２、３に対するＣＱＩ　ＲＳをＣＤＭ
して送信し、サブフレームｎ＋ｋ（ｋは１以上の自然数）でアンテナ４、５、６、７に対
するＣＱＩ　ＲＳをＣＤＭして送信することができる。即ち、ＣＤＭ及びＴＤＭしてＣＱ
Ｉ　ＲＳを送信することができる。
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【０１０３】
　図１６（ａ）の場合、セル別にＣＱＩ　ＲＳが配置されることができる位置がシフトさ
れることができる。例えば、モジュラー２（ｍｏｄｕｌａｒ　２）演算によりＣＱＩ　Ｒ
Ｓが配置されるリソース要素の位置を決定することができる。図１６（ｂ）乃至図１６（
ｇ）の場合、各セル別にＣＱＩ　ＲＳが配置されるリソース要素の位置が同一に固定され
ることもでき、オフセット情報によって変わることもできる。オフセット情報は基準にな
る開始位置に対してリソース要素単位のオフセット値を与えることもでき、インデックス
に開始位置を指示することもできる。例えば、図１６（ｂ）が基準になる開始位置を示す
場合、図１６（ｃ）はオフセット値で１、図１６（ｄ）はオフセット値で２、図１６（ｅ
）はオフセット値で３などの方式にオフセット値を与えることができる。オフセット値は
、セルまたはセルグループ単位に互いに異なる値が与えられることができる。または、モ
ジュラー６演算によりＣＱＩ　ＲＳが配置されるリソース要素の位置を決定することもで
きる。
【０１０４】
　図１７は、図１６で説明したＣＱＩ　ＲＳ配置方法をサブフレームに適用した一例を示
す。サブフレームの最後のＯＦＤＭシンボルに図１６（ａ）で説明したＣＱＩ　ＲＳ配置
方法を適用した例である。図１７と違って、専用参照信号がＬＴＥ－Ａのように配置され
る場合、ＣＱＩ　ＲＳは、ノーマルＣＰの場合、ＯＦＤＭシンボル３、８、９、１０の中
からいずれか一つが選択されることができ、拡張ＣＰの場合、ＯＦＤＭシンボル２、７、
８の中からいずれか一つが選択されることができる。
【０１０５】
　以下、サブフレーム内の一個のＯＦＤＭシンボルでＣＱＩ　ＲＳが送信され、一つのリ
ソースブロックに該当する周波数帯域で８個のリソース要素にＣＱＩ　ＲＳを配置する例
を説明する。
【０１０６】
　図１８は、サブフレーム内の一個のＯＦＤＭシンボルでＣＱＩ　ＲＳが送信され、一つ
のリソースブロックに該当する周波数帯域で８個のリソース要素にＣＱＩ　ＲＳを配置す
る一例を示す。
【０１０７】
　図１８を参照すると、時間領域で一個のＯＦＤＭシンボル、周波数領域で１２個の副搬
送波を含むリソース領域で８個のリソース要素にＣＱＩ　ＲＳ　１が配置される。ＣＱＩ
　ＲＳ　１が配置された各々のリソース要素は、２個ずつ対に配置されることができ、互
いに同一距離ほど離隔されて配置されることができる。ここで、ＣＱＩ　ＲＳ　１は一つ
の基本シーケンスを使用するＣＱＩ　ＲＳである。ＣＱＩ　ＲＳ　１は、ＣＤＭまたは｛
ＣＤＭ，ＴＤＭ｝を使用して８個のアンテナを区分して配置されることができる。
【０１０８】
　例えば、ＣＱＩ　ＲＳ　１が配置される８個のリソース要素はＣＤＭされて８個のアン
テナを区分することができる。即ち、同一な８個のリソース要素に互いに異なるコードが
ＣＤＭされて８個のアンテナを区分することができる。このような場合、一つのサブフレ
ーム内で８個のアンテナの全部に対するＣＱＩ　ＲＳを送信することができ、デューティ
サイクル（ｄｕｔｙ　ｃｙｃｌｅ）は１サブフレームである。
【０１０９】
　または、ＣＱＩ　ＲＳ　１は一つのサブフレーム内の８個のリソース要素で４個のアン
テナを区分することができるようにＣＤＭされ、このように構成された２個のサブフレー
ムを用いて８個のアンテナを区分して送信されることができる。例えば、サブフレームｎ
でアンテナ０、１、２、３に対するＣＱＩ　ＲＳをＣＤＭして送信し、サブフレームｎ＋
１でアンテナ４、５、６、７に対するＣＱＩ　ＲＳをＣＤＭして送信することができる。
即ち、ＣＤＭ及びＴＤＭしてＣＱＩ　ＲＳを送信することができる。この場合、デューテ
ィサイクルは２サブフレームである。
【０１１０】
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　または、ＣＱＩ　ＲＳ　１は一つのサブフレーム内の８個のリソース要素で２個のアン
テナを区分することができるようにＣＤＭされ、このように構成された４個のサブフレー
ムを用いて８個のアンテナを区分して送信されることができる。例えば、サブフレームｎ
でアンテナ０、１に対するＣＱＩ　ＲＳをＣＤＭして送信し、サブフレームｎ＋１でアン
テナ２、３、サブフレームｎ＋２でアンテナ４、５、サブフレームｎ＋３でアンテナ６、
７に対するＣＱＩ　ＲＳをＣＤＭして送信することができる。この場合、デューティサイ
クルは４サブフレームである。
【０１１１】
　または、ＣＱＩ　ＲＳ　１は一つのサブフレーム内の８個のリソース要素で１個のアン
テナに対するＣＱＩ　ＲＳを送信し、８個のサブフレームを用いて８個のアンテナを区分
して送信されることができる。この場合、デューティサイクルは８サブフレームである。
【０１１２】
　サブフレームのＯＦＤＭシンボルのインデックスを０から１３まで（ノーマルＣＰの場
合）付与すると仮定すると、サブフレーム内でＣＱＩ　ＲＳ　１が配置されることができ
るＯＦＤＭシンボルは、ノーマルＣＰの場合、５、８、１０、１３ＯＦＤＭシンボルのう
ちいずれか一つになることができる。拡張ＣＰの場合、５、８、１１ＯＦＤＭシンボルの
うちいずれか一つになることができる。専用参照信号がＬＴＥ－Ａのように配置される場
合、ＣＱＩ　ＲＳは、ノーマルＣＰの場合、ＯＦＤＭシンボル３、８、９、１０の中から
いずれか一つが選択されることができて、拡張ＣＰの場合、ＯＦＤＭシンボル２、７、８
の中からいずれか一つが選択されることができる。即ち、サブフレーム内で共用参照信号
と専用参照信号が配置されないＯＦＤＭシンボルに配置されることができる。また、専用
参照信号がどこに配置されるかによってＣＱＩ　ＲＳ　１が配置されることができるＯＦ
ＤＭシンボルは多様に追加されることができる。
【０１１３】
　図１９は、サブフレーム内の一個のＯＦＤＭシンボルでＣＱＩ　ＲＳが送信され、一つ
のリソースブロックに該当する周波数帯域で８個のリソース要素にＣＱＩ　ＲＳを配置す
る他の例を示す。
【０１１４】
　図１９（ａ）乃至（ｅ）に示すように、周波数領域で連続する８個のリソース要素にＣ
ＱＩ　ＲＳが配置されることができる。ＣＱＩ　ＲＳが配置されるリソース要素の開始位
置は固定されることもでき、オフセット情報によって変わることもできる。オフセット情
報は、基準になる開始位置に対してリソース要素単位のオフセット値を与えることもでき
、インデックスに開始位置を指示することもできる。例えば、図１９（ａ）が基準になる
開始位置を示す場合、図１９（ｂ）はオフセット値で１、図１９（ｃ）はオフセット値で
２、図１９（ｄ）はオフセット値で３、図１９（ｅ）はオフセット値で４を与えることが
できる。オフセット値は、セルまたはセルグループ単位に互いに異なる値が与えられるこ
とができる。
【０１１５】
　図２０は、サブフレーム内の一個のＯＦＤＭシンボルでＣＱＩ　ＲＳが送信され、一つ
のリソースブロックに該当する周波数帯域で８個のリソース要素に２個のＣＱＩ　ＲＳを
配置する例を示す。
【０１１６】
　図２０を参照すると、４個リソース要素にＣＱＩ　ＲＳ　１が配置され、他の４個リソ
ース要素にＣＱＩ　ＲＳ　２が配置される。ＣＱＩ　ＲＳ　１及びＣＱＩ　ＲＳ　２は互
いに異なる基本シーケンスを使用することができる。ＣＱＩ　ＲＳ　１及びＣＱＩ　ＲＳ
　２は、｛ＣＤＭ及びＦＤＭ｝または｛ＣＤＭ，ＦＤＭ及びＴＤＭ｝を使用して８個のア
ンテナを区分して配置されることができる。
【０１１７】
　例えば、ＣＱＩ　ＲＳ　１が配置される４個のリソース要素はＣＤＭされて４個のアン
テナ（例えば、アンテナ０，１，２，３）を区分することができ、ＣＱＩ　ＲＳ　２が配
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置される４個のリソース要素もＣＤＭされて４個のアンテナ（例えば、アンテナ４，５，
６，７）を区分することができる。即ち、ＣＱＩ　ＲＳ　１とＣＱＩ　ＲＳ　２は互いに
ＦＤＭされ、ＣＱＩ　ＲＳ　１及びＣＱＩ　ＲＳ　２はＣＤＭされることができる。この
場合、一つのサブフレーム内で８個のアンテナの全部に対するＣＱＩ　ＲＳを送信するこ
とができ、デューティサイクル（ｄｕｔｙ　ｃｙｃｌｅ）は１サブフレームである。
【０１１８】
　または、ＣＱＩ　ＲＳ　１は、一つのサブフレーム内の４個のリソース要素で２個のア
ンテナ（例えば、アンテナ０，１）を区分することができるようにＣＤＭされ、ＣＱＩ　
ＲＳ　２は同一サブフレーム内の他の４個のリソース要素で２個のアンテナ（例えば、ア
ンテナ２，３）を区分することができるようにＣＤＭされることができる。このように構
成された２個のサブフレームを用いて８個のアンテナを区分して送信されることができる
。例えば、サブフレームｎで、ＣＱＩ　ＲＳ　１をアンテナ０、１に対してＣＤＭし、Ｃ
ＱＩ　ＲＳ　２をアンテナ２、３に対してＣＤＭして送信する。また、サブフレームｎ＋
１で、ＣＱＩ　ＲＳ　１をアンテナ４、５に対してＣＤＭして送信し、ＣＱＩ　ＲＳ　２
をアンテナ６、７に対してＣＤＭして送信することができる。即ち、ＣＤＭ、ＴＤＭ及び
ＦＤＭしてＣＱＩ　ＲＳを送信することができる。この場合、デューティサイクルは２サ
ブフレームである。
【０１１９】
　または、ＣＱＩ　ＲＳ　１は、一つのサブフレーム内の４個のリソース要素で１個のア
ンテナを区分することができるように配置され、ＣＱＩ　ＲＳ　２は同一サブフレーム内
の他の４個のリソース要素に前記アンテナと異なる１個のアンテナを区分することができ
るように配置されることができる。このように構成された４個のサブフレームを用いて８
個のアンテナを区分して送信されることができる。例えば、サブフレームｎで、ＣＱＩ　
ＲＳ　１をアンテナ０、ＣＱＩ　ＲＳ　２をアンテナ１に対してＦＤＭして送信すること
ができる。サブフレームｎ＋１で、ＣＱＩ　ＲＳ　１をアンテナ２、ＣＱＩ　ＲＳ　２を
アンテナ３に対してＦＤＭして送信することができる。サブフレームｎ＋２で、ＣＱＩ　
ＲＳ　１をアンテナ４、ＣＱＩ　ＲＳ　２をアンテナ５に対してＦＤＭして送信すること
ができる。サブフレームｎ＋３で、ＣＱＩ　ＲＳ　１をアンテナ６、ＣＱＩ　ＲＳ　２を
アンテナ７に対してＦＤＭして送信することができる。この場合、デューティサイクルは
４サブフレームである。
【０１２０】
　図２１は、サブフレーム内の一個のＯＦＤＭシンボルでＣＱＩ　ＲＳが送信され、一つ
のリソースブロックに該当する周波数帯域で８個のリソース要素に２個のＣＱＩ　ＲＳを
配置する他の例を示す。
【０１２１】
　図２１（ａ）を参照すると、ＣＱＩ　ＲＳ　２が配置されるリソース要素、ＣＱＩ　Ｒ
Ｓ　１が配置されるリソース要素の順に繰り返して８個のリソース要素が連続する。図２
１（ｂ）を参照すると、ＣＱＩ　ＲＳ　２が配置されるリソース要素が４個連続し、続い
てＣＱＩ　ＲＳ　１が配置されるリソース要素が４個連続する。ＣＱＩ　ＲＳが配置され
るリソース要素の開始位置は固定されることもでき、オフセット情報によって変わること
もできる。オフセット情報は基準になる開始位置に対してリソース要素単位のオフセット
値を与えることもでき、インデックスに開始位置を指示することもできる。図面には示し
ていないが、オフセット値は１乃至４のうちいずれか一つの値に与えられることができる
。オフセット値は、セルまたはセルグループ単位に決定されることができる。
【０１２２】
　図２２は、サブフレーム内の一個のＯＦＤＭシンボルでＣＱＩ　ＲＳが送信され、一つ
のリソースブロックに該当する周波数帯域で８個のリソース要素に４個のＣＱＩ　ＲＳを
配置する他の例を示す。
【０１２３】
　図２２を参照すると、時間領域で一個のＯＦＤＭシンボル、周波数領域で１２個の副搬
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送波を含むリソース領域でＣＱＩ　ＲＳ　１乃至ＣＱＩ　ＲＳ　４が各々２個リソース要
素に配置される。ＣＱＩ　ＲＳ　１乃至ＣＱＩ　ＲＳ　４は、各々、互いに異なる基本シ
ーケンスを使用することができる。ＣＱＩ　ＲＳ　１乃至ＣＱＩ　ＲＳ　４は｛ＣＤＭ及
びＦＤＭ｝または｛ＦＤＭ及びＴＤＭ｝を使用して８個のアンテナを区分して配置される
ことができる。
【０１２４】
　例えば、ＣＱＩ　ＲＳ　１が配置される２個のリソース要素はＣＤＭされて２個のアン
テナ（例えば、アンテナ０，１）を区分することができ、ＣＱＩ　ＲＳ　２が配置される
２個のリソース要素もＣＤＭされて２個のアンテナ（例えば、アンテナ３，４）を区分す
ることができる。同様に、ＣＱＩ　ＲＳ　３、ＣＱＩ　ＲＳ　４もＣＤＭされ、各々、２
個のアンテナを区分することができる。即ち、ＣＱＩ　ＲＳ　１乃至ＣＱＩ　ＲＳ　４は
互いにＦＤＭされ、ＣＱＩ　ＲＳ　１乃至ＣＱＩ　ＲＳ　４の各々はＣＤＭされることが
できる。この場合、一つのサブフレーム内で８個のアンテナの全部に対するＣＱＩ　ＲＳ
を送信することができ、デューティサイクル（ｄｕｔｙ　ｃｙｃｌｅ）は１サブフレーム
である。
【０１２５】
　または、ＣＱＩ　ＲＳ　１乃至ＣＱＩ　ＲＳ　４の各々は、一つのサブフレーム内の２
個のリソース要素で１個のアンテナに対するＣＱＩ　ＲＳで送信されることができるよう
に相互間にＦＤＭされ、このように構成された２個のサブフレームを用いて８個のアンテ
ナを区分して送信されることができる。例えば、サブフレームｎでＣＱＩ　ＲＳ　１乃至
ＣＱＩ　ＲＳ　４はＦＤＭされ、各々、アンテナ０乃至アンテナ３に対するＣＱＩ　ＲＳ
に区分されることができる。サブフレームｎ＋１でＣＱＩ　ＲＳ　１乃至ＣＱＩ　ＲＳ　
４はＦＤＭされ、各々、アンテナ４乃至アンテナ７に対するＣＱＩ　ＲＳに区分されるこ
とができる。即ち、ＦＤＭ及びＴＤＭされてＣＱＩ　ＲＳを送信することができる。この
場合、デューティサイクルは２サブフレームである。
【０１２６】
　図２３は、サブフレーム内の一個のＯＦＤＭシンボルでＣＱＩ　ＲＳが送信され、一つ
のリソースブロックに該当する周波数帯域で８個のリソース要素に４個のＣＱＩ　ＲＳを
配置する他の例を示す。
【０１２７】
　図２３（ａ）を参照すると、ＣＱＩ　ＲＳ　１乃至ＣＱＩ　ＲＳ　４のうちいずれか一
つが配置される４個のリソース要素が連続して２回配置される。図２３（ｂ）を参照する
と、図２３（ａ）と比較してＣＱＩ　ＲＳが配置される開始位置が異なるという差がある
。ＣＱＩ　ＲＳが配置されるリソース要素の開始位置は、固定されることもでき、オフセ
ット情報によって変わることもできる。オフセット情報は、基準になる開始位置に対して
リソース要素単位のオフセット値を与えることもでき、インデックスに開始位置を指示す
ることもできる。図面には図２３（ｂ）のようにオフセット値が１である場合のみを示し
たが、オフセット値は１乃至４のうちいずれか一つの値に与えられることができる。オフ
セット値は、セルまたはセルグループ単位に決定されることができる。図２３（ｃ）を参
照すると、ＣＱＩ　ＲＳ　１乃至ＣＱＩ　ＲＳ　４のうちいずれか一つが配置される４個
のリソース要素が連続して配置されるが、ＣＱＩ　ＲＳが配置された４個のリソース要素
は互いに離隔されて配置される。図２３（ｃ）でＣＱＩ　ＲＳが配置された４個のリソー
ス要素が２個のリソース要素距離を置いて離隔配置された例を示している。または、各Ｃ
ＱＩ　ＲＳが配置されたリソース要素が６個のリソース要素距離を置いて離隔配置された
と表現することもできる。図２３（ｄ）は、図２３（ｃ）と比較してＣＱＩ　ＲＳが配置
されるリソース要素の開始位置が異なるという差がある。
【０１２８】
　図２４は、サブフレーム内の一個のＯＦＤＭシンボルでＣＱＩ　ＲＳが送信され、一つ
のリソースブロックに該当する周波数帯域で８個のリソース要素に８個のＣＱＩ　ＲＳを
配置する例を示す。
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【０１２９】
　図２４を参照すると、時間領域で一個のＯＦＤＭシンボル、周波数領域で１２個の副搬
送波を含むリソース領域でＣＱＩ　ＲＳ　１乃至ＣＱＩ　ＲＳ　７が各々１個リソース要
素に配置される。ＣＱＩ　ＲＳ　１乃至ＣＱＩ　ＲＳ　７は、各々、互いに異なる基本シ
ーケンスを使用することができる。ＣＱＩ　ＲＳ　１乃至ＣＱＩ　ＲＳ　７はＦＤＭによ
り８個のアンテナを区分して配置されることができる。２個のアンテナに対するＣＱＩ　
ＲＳが連続するリソース要素に配置され、連続する２個のリソース要素は１個のリソース
要素距離ほど離隔されて配置される。
【０１３０】
　図２５は、サブフレーム内の一個のＯＦＤＭシンボルでＣＱＩ　ＲＳが送信され、一つ
のリソースブロックに該当する周波数帯域で８個のリソース要素に８個のＣＱＩ　ＲＳを
配置する他の例を示す。
【０１３１】
　図２５（ａ）及び図２５（ｂ）は、ＣＱＩ　ＲＳ　１乃至ＣＱＩ　ＲＳ　７のうちいず
れか一つが配置されたリソース要素が連続する場合を例示している。図２５（ｂ）は図２
５（ａ）に比べてＣＱＩ　ＲＳが配置されたリソース要素の開始位置がオフセット値１ほ
ど移動した例を示している。図２５（ｂ）のようにオフセット値が１である場合のみを示
したが、オフセット値は１乃至４のうちいずれか一つの値に与えられることもできる。ま
たは、図２５（ｃ）、２５（ｄ）のように４個のＣＱＩ　ＲＳに対して配置される４個の
リソース要素が連続し、４個のリソース要素は互いに離隔して配置されることもできる。
【０１３２】
　図２６は、図２２で説明したＣＱＩ　ＲＳ配置方法をサブフレームに適用する例を示す
。
【０１３３】
　図２６を参照すると、サブフレームの最後のＯＦＤＭシンボル、即ち、ノーマルＣＰの
場合、１３番目のＯＦＤＭシンボル、拡張ＣＰの場合、１１番目のＯＦＤＭシンボルでＣ
ＱＩ　ＲＳが送信されることができる。サブフレームの最後のＯＦＤＭシンボルで４個の
ＣＱＩ　ＲＳ（ＣＱＩ　ＲＳ　１乃至ＣＱＩ　ＲＳ　４）がＦＤＭされて送信されること
ができる。
【０１３４】
　図２７は、図２４で説明したＣＱＩ　ＲＳ配置方法をサブフレームに適用する例を示す
。
【０１３５】
　図２７を参照すると、サブフレームの最後のＯＦＤＭシンボル、即ち、ノーマルＣＰの
場合、１３番目のＯＦＤＭシンボル、拡張ＣＰの場合、１１番目のＯＦＤＭシンボルでＣ
ＱＩ　ＲＳが送信されることができる。サブフレームの最後のＯＦＤＭシンボルで８個の
ＣＱＩ　ＲＳ（ＣＱＩ　ＲＳ　１乃至ＣＱＩ　ＲＳ　８）がＦＤＭされて送信されること
ができる。
【０１３６】
　図２８乃至図３３は、サブフレーム内で８個のリソース要素に８個のＣＱＩ　ＲＳを配
置する例を示す。
【０１３７】
　図２８乃至図３３を参照すると、専用参照信号が、ノーマルＣＰの場合にＯＦＤＭシン
ボル５、６、１２、１３、拡張ＣＰの場合にＯＦＤＭシンボル４、５、１０、１１で送信
されることができる。また、共用参照信号が、ノーマルＣＰの場合、ＯＦＤＭシンボル０
、４、７、１１、拡張ＣＰの場合、ＯＦＤＭシンボル０、３、６、９で送信されることが
できる。このような場合、ＣＱＩ　ＲＳは、ノーマルＣＰの場合にＯＦＤＭシンボル３、
８、９、１０のうちいずれか一つで送信されることができ、拡張ＣＰの場合にＯＦＤＭシ
ンボル７、８のうちいずれか一つで送信されることができる。
【０１３８】
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　図２８及び図３０では、ノーマルＣＰの場合にＯＦＤＭシンボル１０、拡張ＣＰの場合
にＯＦＤＭシンボル８でＣＱＩ　ＲＳが送信される場合を例示している。図２８及び図２
９は、ＣＱＩ　ＲＳが送信されるＯＦＤＭシンボルでＣＱＩ　ＲＳ　１乃至ＣＱＩ　ＲＳ
　８が同一パターン（即ち、ＣＱＩ　ＲＳが配置される２個のリソース要素が連続し、２
個のリソース要素は１個のリソース要素距離ほど離隔されるパターン）を有するという点
で共通するが、ＣＱＩ　ＲＳが配置されるリソース要素の開始位置は異なるという差があ
る。
【０１３９】
　図３０乃至図３３は、ＣＱＩ　ＲＳが送信されるＯＦＤＭシンボルでＣＱＩ　ＲＳ　１
乃至ＣＱＩ　ＲＳ　８が同一パターン（即ち、ＣＱＩ　ＲＳが配置される８個のリソース
要素が連続されるパターン）を有するという点で共通するが、ＣＱＩ　ＲＳが送信される
ＯＦＤＭシンボルは互いに異なるという差がある。即ち、図３０は、ノーマルＣＰの場合
にＯＦＤＭシンボル１０、拡張ＣＰの場合にＯＦＤＭシンボル８でＣＱＩ　ＲＳが送信さ
れる場合を例示している。図３１は、ノーマルＣＰの場合にＯＦＤＭシンボル９、拡張Ｃ
Ｐの場合にＯＦＤＭシンボル８でＣＱＩ　ＲＳが送信される場合を例示している。図３２
は、ノーマルＣＰの場合にＯＦＤＭシンボル８、拡張ＣＰの場合にＯＦＤＭシンボル７で
ＣＱＩ　ＲＳが送信される場合を例示している。図３３は、ノーマルＣＰの場合にＯＦＤ
Ｍシンボル３、拡張ＣＰの場合にＯＦＤＭシンボル２でＣＱＩ　ＲＳが送信される場合を
例示している。図２８乃至図３３で、ＣＱＩ　ＲＳが送信されるＯＦＤＭシンボルでＣＱ
Ｉ　ＲＳ　１乃至ＣＱＩ　ＲＳ　８がＦＤＭされて送信されることができる。
【０１４０】
　前述したように、サブフレーム内の一個のＯＦＤＭシンボルで４、６または８個のリソ
ース要素にＣＱＩ　ＲＳを配置する例を説明した。以下、サブフレーム内で２個のＯＦＤ
Ｍシンボルで総４、８、１２または１６個のリソース要素にＣＱＩ　ＲＳを配置する例を
説明する。
【０１４１】
　ＣＱＩ　ＲＳは、例えば、ノーマルＣＰの場合、ＯＦＤＭシンボル５、８、１０、１３
の中から２個が選択されることができる。選択された２個のＯＦＤＭシンボルをＯＦＤＭ
シンボルインデックス対（ｘ，ｙ）のように表示する場合、（５，８）、（５，１０）、
（５，１３）、（８，１０）、（８，１３）、（１０，１３）のうちいずれか一つになる
ことができる。拡張ＣＰの場合、ＯＦＤＭシンボル５、８、１１の中から２個が選択され
ることができ、（５，８）、（５，１１）、（８，１１）のうちいずれか一つになること
ができる。また、専用参照信号の位置によって、ノーマルＣＰの場合、ＯＦＤＭシンボル
３、５、６、８、９、１０、１２、１３のうちいずれか２個が選択されることができ、拡
張ＣＰの場合、ＯＦＤＭシンボル４、５、７、８、１０、１１のうちいずれか２個が選択
されることができる。専用参照信号がＬＴＥ－Ａのように配置される場合、ＣＱＩ　ＲＳ
は、ノーマルＣＰの場合、ＯＦＤＭシンボル３、８、９、１０のうちいずれか２個が選択
されることができ、拡張ＣＰの場合、ＯＦＤＭシンボル２、７、８のうちいずれか２個が
選択されることができる。
【０１４２】
　図３４は、サブフレーム内の２個のＯＦＤＭシンボルでＣＱＩ　ＲＳが送信され、一つ
のリソースブロックに該当する周波数帯域で総４個のリソース要素にＣＱＩ　ＲＳを配置
する例を示す。
【０１４３】
　時間領域で２個のＯＦＤＭシンボル（各ＯＦＤＭシンボルは互いに異なるリソースブロ
ックに含まれることができる）、周波数領域で１２個の副搬送波を含むリソース領域で総
４個のリソース要素にＣＱＩ　ＲＳが配置される。図３４（ａ）、（ｂ）または（ｄ）の
ように、ＣＱＩ　ＲＳが配置されるリソース要素は、互いに同一なリソース要素距離ほど
離隔されて配置されることができる。例えば、６個のリソース要素距離ほど離隔されて配
置されることができる。または、図３４（ｃ）のように、ＣＱＩ　ＲＳが配置されるリソ
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ース要素は、一個のＯＦＤＭシンボルで連続する２個のリソース要素に配置されることも
できる。
【０１４４】
　ＣＱＩ　ＲＳは、ＣＤＭまたは｛ＣＤＭ，ＴＤＭ｝を使用して８個のアンテナを区分し
て配置されることができる。例えば、総４個のリソース要素に配置されたＣＱＩ　ＲＳは
ＣＤＭされて８個のアンテナを区分することができる。この場合、一つのサブフレーム内
で８個のアンテナの全部に対するＣＱＩ　ＲＳを送信することができ、デューティサイク
ル（ｄｕｔｙ　ｃｙｃｌｅ）は１である。
【０１４５】
　または、ＣＱＩ　ＲＳは一つのサブフレームで４個のアンテナを区分することができる
ようにＣＤＭされ、このように構成されたサブフレーム２個を用いて８個のアンテナを区
分して送信されることができる。例えば、サブフレームｎ（ｎは整数）でアンテナ０、１
、２、３に対するＣＱＩ　ＲＳをＣＤＭして送信し、サブフレームｎ＋ｋ（ｋは１以上の
自然数）でアンテナ４、５、６、７に対するＣＱＩ　ＲＳをＣＤＭして送信することがで
きる。即ち、ＣＤＭ及びＴＤＭしてＣＱＩ　ＲＳを送信することができる。この場合、デ
ューティサイクルは２である。
【０１４６】
　または、ＣＱＩ　ＲＳは一つのサブフレームで２個のアンテナを区分することができる
ようにＣＤＭされ、このように構成されたサブフレーム４個を用いて８個のアンテナを区
分して送信されることができる。例えば、サブフレームｎでアンテナ０、１に対するＣＱ
Ｉ　ＲＳをＣＤＭして送信し、サブフレームｎ＋１でアンテナ２、３、サブフレームｎ＋
２でアンテナ４、５、サブフレームｎ＋３でアンテナ６、７に対するＣＱＩ　ＲＳをＣＤ
Ｍして送信することができる。この場合、デューティサイクルは４である。前記例では連
続されたサブフレームを例示したが、これは制限されるものではない。ＣＱＩ　ＲＳはセ
ル別に配置されることができる位置がシフトされることができる。例えば、モジュラー３
または６演算によりＣＱＩ　ＲＳが配置されるリソース要素の開始位置が決定されること
ができる。または、共用参照信号と同一な周波数領域のリソース要素に配置されることも
できる。
【０１４７】
　図３５は、２個のＯＦＤＭシンボルで総４個のリソース要素に２個のＣＱＩ　ＲＳを配
置する例を示す。
【０１４８】
　図３４とは違って、図３５では総４個のリソース要素に２個のＣＱＩ　ＲＳが配置され
る。即ち、一個のＯＦＤＭシンボルに含まれた２個のリソース要素にＣＱＩ　ＲＳ　１が
配置され、残りのＯＦＤＭシンボルに含まれた２個のリソース要素にＣＱＩ　ＲＳ　２が
配置されることができる。ＣＱＩ　ＲＳが配置されるリソース要素のパターンは、図３５
（ａ）、（ｂ）、（ｄ）のように同一なリソース要素距離ほど離隔されることもでき、図
３５（ｃ）のように２個の連続されたリソース要素に各ＣＱＩ　ＲＳを配置することもで
きる。図３５（ｄ）は、図３５（ａ）、（ｂ）と比較してＣＱＩ　ＲＳ　１、ＣＱＩ　Ｒ
Ｓ　２が同一な周波数領域のリソース要素に配置されるという点で差がある。
【０１４９】
　ＣＱＩ　ＲＳ　１及びＣＱＩ　ＲＳ　２は、｛ＣＤＭ，ＴＤＭ｝を使用して８個のアン
テナを区分して配置されることができる。
【０１５０】
　｛ＣＤＭ，ＴＤＭ｝を使用する場合、ＣＱＩ　ＲＳ　１はＣＤＭされて４個のアンテナ
（例えばアンテナ０乃至３）を区分することができ、ＣＱＩ　ＲＳ　２もＣＤＭされて４
個のアンテナ（アンテナ４乃至７）を区分することができる。この場合、一つのサブフレ
ーム内で８個のアンテナの全部に対するＣＱＩ　ＲＳを送信することができる。この場合
、デューティサイクルは１である。
【０１５１】
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　一つのサブフレームでＣＱＩ　ＲＳ　１、ＣＱＩ　ＲＳ　２の各々が２個のアンテナを
区分することができるようにＣＤＭされ、このように構成されたサブフレーム２個を用い
て８個のアンテナを区分して送信されることができる。例えば、サブフレームｎ（ｎは整
数）で、ＣＱＩ　ＲＳ　１はアンテナ０、１を区分することができるようにＣＤＭされ、
ＣＱＩ　ＲＳ　２はアンテナ２、３を区分することができるようにＣＤＭされることがで
きる。サブフレームｎ＋ｋ（ｋは１以上の自然数）で、ＣＱＩ　ＲＳ　１はアンテナ４、
５を区分することができるようにＣＤＭされ、ＣＱＩ　ＲＳ　２はアンテナ６、７を区分
することができるようにＣＤＭされることができる。この場合、デューティサイクルは２
である。
【０１５２】
　または、一つのサブフレームでＣＱＩ　ＲＳ　１、ＣＱＩ　ＲＳ　２の各々が互いに異
なる１個ずつアンテナを区分し、このように構成されたサブフレーム４個を用いて８個の
アンテナを区分して送信されることができる。例えば、サブフレームｎで、ＣＱＩ　ＲＳ
　１はアンテナ０、ＣＱＩ　ＲＳ　２はアンテナ１に対して使われ、サブフレームｎ＋１
で、ＣＱＩ　ＲＳ　１はアンテナ２、ＣＱＩ　ＲＳ　２はアンテナ３に対して使われ、サ
ブフレームｎ＋２で、ＣＱＩ　ＲＳ　１はアンテナ４、ＣＱＩ　ＲＳ　２はアンテナ５に
対して使われ、サブフレームｎ＋３で、ＣＱＩ　ＲＳ　１はアンテナ６、ＣＱＩ　ＲＳ　
２はアンテナ７に対して使われることができる。この場合、デューティサイクルは４であ
る。前記例では連続されたサブフレームを例示したが、これは制限されるものではない。
【０１５３】
　図３６は、２個のＯＦＤＭシンボルで総４個のリソース要素に４個のＣＱＩ　ＲＳを配
置する例を示す。
【０１５４】
　図３６では４個のリソース要素に４個のＣＱＩ　ＲＳが配置される。即ち、４個のリソ
ース要素のうち１個のリソース要素毎にＣＱＩ　ＲＳ　１乃至ＣＱＩ　ＲＳ　４が一つず
つ配置される。ＣＱＩ　ＲＳ　１乃至ＣＱＩ　ＲＳ　４は、｛ＣＤＭ，ＦＤＭ，ＴＤＭ｝
を使用して８個のアンテナを区分して配置されることができる。
【０１５５】
　例えば、一つのサブフレームでＣＱＩ　ＲＳ　１乃至ＣＱＩ　ＲＳ　４の各々はＣＤＭ
されて２個のアンテナを区分することによって８個のアンテナを区分することができる（
デューティサイクル１）。または、一つのサブフレームでＦＤＭにより区分されるＣＱＩ
　ＲＳ　１乃至ＣＱＩ　ＲＳ　４が各々１個ずつ総４個のアンテナ（例えば、アンテナ０
乃至３）を区分し、他のサブフレームで他の４個のアンテナ（例えば、アンテナ４乃至７
）を区分する方式に８個のアンテナを区分することができる（デューティサイクル２）。
【０１５６】
　図３７は、サブフレーム内の２個のＯＦＤＭシンボルで４個のリソース要素に４個のＣ
ＱＩ　ＲＳを配置する例を示す。
【０１５７】
　図３７（ａ）、（ｂ）のように一個のＯＦＤＭシンボルで連続する２個のリソース要素
にＣＱＩ　ＲＳを各々配置することもでき、図３７（ｃ）、（ｄ）のように離隔されたリ
ソース要素にＣＱＩ　ＲＳを配置することもできる。
【０１５８】
　図３８は、サブフレーム内の２個のＯＦＤＭシンボルで４個のリソース要素にＣＱＩ　
ＲＳを配置し、各ＯＦＤＭシンボルでＣＱＩ　ＲＳが配置されたリソース要素のパターン
が同一な例を示す。
【０１５９】
　ＣＤＭによって総４個のリソース要素に配置されたＣＱＩ　ＲＳが８個のアンテナを区
分するようにすることができる。または、｛ＣＤＭ，ＴＤＭ｝によって２個のＯＦＤＭシ
ンボルのうちいずれか一個のＯＦＤＭシンボルでアンテナ０乃至３を区分するようにし、
残りの一個のＯＦＤＭシンボルでアンテナ４乃至７を区分するようにすることができる。
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または、サブフレームｎで２個のＯＦＤＭシンボルに配置されたＣＱＩ　ＲＳを用いてア
ンテナ０乃至３を区分し、サブフレームｎ＋ｋで２個のＯＦＤＭシンボルに配置されたＣ
ＱＩ　ＲＳを用いてアンテナ４乃至７を区分することができる。
【０１６０】
　図３９は、サブフレーム内の２個のＯＦＤＭシンボルで総４個のリソース要素に２個の
ＣＱＩ　ＲＳを配置する例を示す。
【０１６１】
　図３９を参照すると、一個のＯＦＤＭシンボルで２個リソース要素にＣＱＩ　ＲＳ　１
が配置され、他のＯＦＤＭシンボルで２個リソース要素にＣＱＩ　ＲＳ　２が配置される
。ＣＱＩ　ＲＳ　１及びＣＱＩ　ＲＳ　２は互いに異なる基本シーケンスを使用すること
ができる。ＣＱＩ　ＲＳ　１及びＣＱＩ　ＲＳ　２は、ＴＤＭまたは｛ＣＤＭ，ＴＤＭ｝
を使用して８個のアンテナを区分して配置されることができる。
【０１６２】
　ＴＤＭの場合、一つのサブフレームでＣＱＩ　ＲＳ　１及びＣＱＩ　ＲＳ　２が各々１
個のアンテナずつ総２個のアンテナを区分し、このようなサブフレームを４個使用して８
個のアンテナを区分することができる。｛ＣＤＭ，ＴＤＭ｝の場合、一つのサブフレーム
でＣＱＩ　ＲＳ　１はアンテナ０、１、ＣＱＩ　ＲＳ　２はアンテナ２、３を区分するよ
うにＣＤＭされ、同様の方式に構成された他のサブフレームでＣＱＩ　ＲＳ　１はアンテ
ナ４、５、ＣＱＩ　ＲＳ　２はアンテナ６、７を区分するようにＣＤＭされることができ
る（デューティサイクル２）。または、一つのサブフレームでＣＱＩ　ＲＳ　１がアンテ
ナ０乃至３、ＣＱＩ　ＲＳ　２がアンテナ４乃至７を区分するようにＣＤＭされることが
できる（デューティサイクル１）。隣接したセルでＣＱＩ　ＲＳ間の干渉を防止するため
に、セル別にＣＱＩ　ＲＳが配置される開始位置を移動させることができる。この場合、
モジュラー３またはモジュラー６演算によってＣＱＩ　ＲＳが配置される開始位置（即ち
、リソース要素の位置）を決定することができる。
【０１６３】
　図４０は、サブフレーム内の２個のＯＦＤＭシンボルで総４個のリソース要素に４個の
ＣＱＩ　ＲＳを配置する例を示す。
【０１６４】
　一つのサブフレームで各ＣＱＩ　ＲＳが一つのアンテナに対してのみ使われる場合、総
４個のアンテナを区分することができる。従って、２個のサブフレームを用いて総８個の
アンテナに対するＣＱＩ　ＲＳを提供することができる（デューティサイクル２）。また
は、一つのサブフレームで各ＣＱＩ　ＲＳがＣＤＭされて２個のアンテナに対して使われ
る場合、一つのサブフレーム内で８個のアンテナを全部区分することができる（デューテ
ィサイクル１）。
【０１６５】
　図４１は、サブフレーム内の２個のＯＦＤＭシンボルでＣＱＩ　ＲＳが送信され、一つ
のリソースブロックに該当する周波数帯域で８個のリソース要素にＣＱＩ　ＲＳを配置す
る一例を示す。
【０１６６】
　図４１を参照すると、時間領域で２個のＯＦＤＭシンボル、周波数領域で１２個の副搬
送波を含むリソース領域で８個のリソース要素にＣＱＩ　ＲＳ　１が配置される。ＣＱＩ
　ＲＳ　１が配置された各々のリソース要素は、互いに同一距離、例えば、３個のリソー
ス要素距離ほど離隔されて配置されることができる。
【０１６７】
　ＣＱＩ　ＲＳ　１は、ＣＤＭまたは｛ＣＤＭ及びＴＤＭ｝を使用して８個のアンテナを
区分して配置されることができる。例えば、ＣＱＩ　ＲＳ　１が配置される８個のリソー
ス要素はＣＤＭされて８個のアンテナを区分することができる。即ち、同一な８個のリソ
ース要素に互いに異なるコードがＣＤＭされて８個のアンテナを区分することができる。
この場合、一つのサブフレーム内で８個のアンテナの全部に対するＣＱＩ　ＲＳを送信す
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ることができる（デューティサイクル１）。
【０１６８】
　または、ＣＱＩ　ＲＳ　１は一つのサブフレーム内の８個のリソース要素で４個のアン
テナを区分することができるようにＣＤＭされ、このように構成された２個のサブフレー
ムを用いて８個のアンテナを区分して送信されることができる。例えば、サブフレームｎ
でアンテナ０、１、２、３に対するＣＱＩ　ＲＳをＣＤＭして送信し、サブフレームｎ＋
１でアンテナ４、５、６、７に対するＣＱＩ　ＲＳをＣＤＭして送信することができる。
即ち、ＣＤＭ及びＴＤＭしてＣＱＩ　ＲＳを送信することができる（デューティサイクル
２）。
【０１６９】
　または、ＣＱＩ　ＲＳ　１は一つのサブフレーム内の８個のリソース要素で２個のアン
テナを区分することができるようにＣＤＭされ、このように構成された４個のサブフレー
ムを用いて８個のアンテナを区分して送信されることができる。例えば、サブフレームｎ
でアンテナ０、１に対するＣＱＩ　ＲＳをＣＤＭして送信し、サブフレームｎ＋１でアン
テナ２、３、サブフレームｎ＋２でアンテナ４、５、サブフレームｎ＋３でアンテナ６、
７に対するＣＱＩ　ＲＳをＣＤＭして送信することができる（デューティサイクル４）。
【０１７０】
　図４２は、サブフレーム内の２個のＯＦＤＭシンボルで８個のリソース要素にＣＱＩ　
ＲＳを配置する他の例を示す。図４２（ａ）のように連続するリソース要素にＣＱＩ　Ｒ
Ｓが配置されることもでき、図４２（ｂ）のように２個の連続するリソース要素対が離隔
されるパターンにＣＱＩ　ＲＳが配置されることもできる。セル毎にＣＱＩ　ＲＳが配置
されるリソース要素の開始位置は変わることができる。
【０１７１】
　図４３は、サブフレーム内の２個のＯＦＤＭシンボルで８個のリソース要素に２個のＣ
ＱＩ　ＲＳを配置する例を示す。図４３（ａ）のように２個のＯＦＤＭシンボルで各ＣＱ
Ｉ　ＲＳが同一周波数帯域のリソース要素に配置されることもでき、図４３（ｂ）のよう
に互いに異なる周波数帯域のリソース要素に配置されることもできる。
【０１７２】
　一つのサブフレームでＣＱＩ　ＲＳ　１、ＣＱＩ　ＲＳ　２が各々一つのアンテナに対
して使われる場合、総２個のアンテナを区分して使われることができ、このようなサブフ
レームを４個使用すると、総８個のアンテナを区分することができる（デューティサイク
ル４）。または、一つのサブフレームでＣＱＩ　ＲＳ　１、ＣＱＩ　ＲＳ　２の各々が２
個のアンテナを区分することができるようにＣＤＭされる場合、総４個のアンテナを区分
して使われることができる。このようなサブフレームを２個使用すると、総８個のアンテ
ナを区分することができる（デューティサイクル２）。または、一つのサブフレームでＣ
ＱＩ　ＲＳ　１、ＣＱＩ　ＲＳ　２が各々４個のアンテナを区分することができるように
ＣＤＭされる場合、８個のアンテナを区分することができる（デューティサイクル１）。
【０１７３】
　図４４は、サブフレーム内の２個のＯＦＤＭシンボルで８個のリソース要素に２個のＣ
ＱＩ　ＲＳを配置する例を示す。図４４（ａ）は、２個のＯＦＤＭシンボルでＣＱＩ　Ｒ
Ｓ　１及びＣＱＩ　ＲＳ　２が周波数領域で同一なリソース要素に配置される例である。
図４４（ｂ）は、周波数領域で互いに異なるリソース要素に配置される例である。図４４
（ｃ）は、ＣＱＩ　ＲＳ　１及びＣＱＩ　ＲＳ　２が周波数領域で同一なリソース要素に
配置され、各ＣＱＩ　ＲＳが６個のリソース要素距離ほど離隔されたリソース要素に配置
される例を示す。図４４（ｄ）は、図４４（ｂ）と比較して各ＣＱＩ　ＲＳが６個のリソ
ース要素距離ほど離隔されたリソース要素に配置されるという差がある。図４４（ｅ）及
び（ｆ）は、一個のＯＦＤＭシンボルに一つのＣＱＩ　ＲＳのみ配置される特徴がある。
即ち、ＣＱＩ　ＲＳ　１が配置されるＯＦＤＭシンボルは、ＣＱＩ　ＲＳ　２が配置され
るＯＦＤＭシンボルと異なる。
【０１７４】
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　図４５乃至図４７は、サブフレーム内の２個のＯＦＤＭシンボルで８個のリソース要素
に４個のＣＱＩ　ＲＳを配置する例を示す。
【０１７５】
　図４５乃至図４７のように配置された４個のＣＱＩ　ＲＳ　１乃至ＣＱＩ　ＲＳ　４は
互いに異なるリソース要素に各々割り当てられて（ＦＤＭ）区分が可能である。ＣＱＩ　
ＲＳ　１乃至ＣＱＩ　ＲＳ　４は、各々、互いに異なる基本シーケンスを使用することが
できる。ＣＱＩ　ＲＳ　１乃至ＣＱＩ　ＲＳ　４は、｛ＣＤＭ及びＴＤＭ｝を使用して８
個のアンテナを区分して配置されることができる。
【０１７６】
　例えば、ＣＱＩ　ＲＳ　１が配置される総２個のリソース要素はＣＤＭされて２個のア
ンテナ（例えば、アンテナ０、１）を区分することができ、ＣＱＩ　ＲＳ　２が配置され
る２個のリソース要素もＣＤＭされて２個のアンテナ（例えば、アンテナ２、３）を区分
することができる。同様に、ＣＱＩ　ＲＳ　３はアンテナ４、５、ＣＱＩ　ＲＳ　４はア
ンテナ６、７を区分することができるようにＣＤＭされ、各々、２個のアンテナを区分す
ることができる。即ち、ＣＱＩ　ＲＳ　１乃至ＣＱＩ　ＲＳ　４は相互間にＦＤＭされ、
ＣＱＩ　ＲＳ　１乃至ＣＱＩ　ＲＳ　４の各々はＣＤＭされることができる。この場合、
一つのサブフレーム内で８個のアンテナの全部に対するＣＱＩ　ＲＳを送信することがで
き、デューティサイクル（ｄｕｔｙ　ｃｙｃｌｅ）は１サブフレームである。
【０１７７】
　または、ＣＱＩ　ＲＳ　１乃至ＣＱＩ　ＲＳ　４の各々は、一つのサブフレーム内の総
２個のリソース要素で１個のアンテナに対するＣＱＩ　ＲＳで送信されることができ、こ
のように構成された２個のサブフレームを用いて８個のアンテナを区分して送信されるこ
とができる。例えば、サブフレームｎでＣＱＩ　ＲＳ　１乃至ＣＱＩ　ＲＳ　４は、各々
、アンテナ０乃至アンテナ３に対するＣＱＩ　ＲＳに区分されることができる。また、サ
ブフレームｎ＋１でＣＱＩ　ＲＳ　１乃至ＣＱＩ　ＲＳ　４は、各々、アンテナ４乃至ア
ンテナ７に対するＣＱＩ　ＲＳに区分されることができる。即ち、ＴＤＭされてＣＱＩ　
ＲＳを送信することができる。この場合、デューティサイクルは２サブフレームである。
【０１７８】
　図４５で、各ＣＱＩ　ＲＳが配置されるリソース要素は、周波数領域で互いに同一距離
ほど離隔されて配置され、図４６で、周波数領域で連続する４個のリソース要素に各ＣＱ
Ｉ　ＲＳが配置されるという差がある。図４７では、周波数領域で２個の連続するリソー
ス要素に２個のＣＱＩ　ＲＳが配置され、前記２個の連続するリソース要素と離隔されて
位置する２個の連続するリソース要素に残りの２個のＣＱＩ　ＲＳが配置される。
【０１７９】
　図４６（ｃ）、図４７（ｃ）のように、一個のＯＦＤＭシンボルに２個のＣＱＩ　ＲＳ
（ＣＱＩ　ＲＳ　１、ＣＱＩ　ＲＳ　３）が配置され、残りの一個のＯＦＤＭシンボルに
残りの２個のＣＱＩ　ＲＳ（ＣＱＩ　ＲＳ　２、ＣＱＩ　ＲＳ　４）が配置されることが
できる。または、図４５乃至図４７のその他の図面に示すように、一個のＯＦＤＭシンボ
ルに４個のＣＱＩ　ＲＳを全部配置することができる。
【０１８０】
　図４５（ａ）、図４６（ａ）、図４７（ａ）のように各ＣＱＩ　ＲＳは各ＯＦＤＭシン
ボルにいて周波数領域で同一なリソース要素に配置されることもでき、その他の図面に示
しているように、互いに周波数領域で互いに異なるリソース要素に配置されることもでき
る。
【０１８１】
　図４８は、サブフレーム内の２個のＯＦＤＭシンボルでＣＱＩ　ＲＳが送信され、総８
個のリソース要素に４個のＣＱＩ　ＲＳを配置する例を示す。
【０１８２】
　図４８を参照すると、時間領域で１個のＯＦＤＭシンボル、周波数領域で１２個の副搬
送波を含むリソース領域で２個のＣＱＩ　ＲＳが各々２個のリソース要素に配置され、こ
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のようなＯＦＤＭシンボルが２個含まれる。ＣＱＩ　ＲＳ　１乃至ＣＱＩ　ＲＳ　４は、
各々、互いに異なる基本シーケンスを使用することができる。ＣＱＩ　ＲＳ　１乃至ＣＱ
Ｉ　ＲＳ　４は、｛ＣＤＭ及びＴＤＭ｝を使用して８個のアンテナを区分して配置される
ことができる。
【０１８３】
　例えば、一つのサブフレーム内のＣＱＩ　ＲＳ　１乃至ＣＱＩ　ＲＳ　４が各々一つの
アンテナに対して使われる場合、総２個のサブフレームを用いて８個のアンテナを区分す
ることができる（デューティサイクル２）。または、一つのサブフレーム内のＣＱＩ　Ｒ
Ｓ　１乃至ＣＱＩ　ＲＳ　４が各々ＣＤＭされて２個のアンテナを区分して使われる場合
、一つのサブフレームのみで８個のアンテナを区分することができる（デューティサイク
ル１）。ＣＱＩ　ＲＳ　１が配置される２個のリソース要素はＣＤＭされて２個のアンテ
ナ（例えば、アンテナ０、１）を区分することができ、ＣＱＩ　ＲＳ　２が配置される２
個のリソース要素もＣＤＭされて２個のアンテナ（例えば、アンテナ３、４）を区分する
ことができる。同様に、ＣＱＩ　ＲＳ　３、ＣＱＩ　ＲＳ　４もＣＤＭされ、各々、２個
のアンテナを区分することができる。即ち、ＣＱＩ　ＲＳ　１乃至ＣＱＩ　ＲＳ　４は相
互間にＦＤＭされ、ＣＱＩ　ＲＳ　１乃至ＣＱＩ　ＲＳ　４の各々はＣＤＭされることが
できる。このような場合、一つのサブフレーム内で８個のアンテナの全部に対するＣＱＩ
　ＲＳを送信することができる。
【０１８４】
　図４９は、サブフレーム内の２個のＯＦＤＭシンボルでＣＱＩ　ＲＳが送信され、総８
個のリソース要素に４個のＣＱＩ　ＲＳを配置する他の例を示す。図４９（ａ）では連続
する４個のリソース要素に２個のＣＱＩ　ＲＳが配置され、図４９（ｂ）では２個の連続
するリソース要素とこれから所定リソース要素距離ほど離隔された２個の連続するリソー
ス要素に２個のＣＱＩ　ＲＳが配置される。ＣＱＩ　ＲＳが配置されるリソース要素の開
始位置は固定されることもでき、オフセット値によって移動することもできる。図４９（
ｂ）におけるオフセット値は、１乃至４のうちいずれか一つの値に与えられることができ
る。
【０１８５】
　図５０及び図５１は、サブフレーム内の２個のＯＦＤＭシンボルでＣＱＩ　ＲＳが送信
され、総８個のリソース要素に８個のＣＱＩ　ＲＳを配置する例を示す。
【０１８６】
　図５０を参照すると、時間領域で２個のＯＦＤＭシンボル、周波数領域で１２個の副搬
送波を含むリソース領域で８個のＣＱＩ　ＲＳが各々１個のリソース要素に配置される。
ＣＱＩ　ＲＳ　１乃至ＣＱＩ　ＲＳ　８は、各々、互いに異なる基本シーケンスを使用す
ることができる。ＣＱＩ　ＲＳ　１乃至ＣＱＩ　ＲＳ　８は、各々、一つのアンテナに対
して使われて総８個のアンテナを区分することができる。ＣＱＩ　ＲＳが配置されるリソ
ース要素は同一なリソース要素距離（３リソース要素距離）ほど離隔されて位置すること
ができる。図５１（ａ）ではＣＱＩ　ＲＳ　１乃至ＣＱＩ　ＲＳ　８が配置されたリソー
ス要素が周波数領域で連続して位置する。このような場合、セル毎に４リソース要素距離
ほど移動してＣＱＩ　ＲＳを配置し、３個の隣接したセルでＣＱＩ　ＲＳが配置されるリ
ソース要素は重ならないようにすることができる。図５１（ｂ）では２個の連続するリソ
ース要素とこれから所定リソース要素距離ほど離隔された２個の連続するリソース要素に
４個のＣＱＩ　ＲＳが配置され、このようなＯＦＤＭシンボルが２個存在する。このよう
な場合、セル毎に２リソース要素距離ほど移動してＣＱＩ　ＲＳを配置することができる
。この場合、隣接した３個のセルでＣＱＩ　ＲＳが配置されるリソース要素は重ならない
ようにすることができる。
【０１８７】
　図５２乃至図６４は、時間領域で一つのサブフレーム、周波数領域で１２個の副搬送波
を含むリソース領域に対して２個のＯＦＤＭシンボルでＣＱＩ　ＲＳが送信され、総８個
のリソース要素に８個のＣＱＩ　ＲＳを配置する例を示す。前述した図４５（ａ）乃至（
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ｄ）、図４６（ａ）乃至（ｄ）、図４７（ａ）乃至（ｄ）、図４８、図４９、図５０、図
５１は、図５２乃至図６４の例で示すように、サブフレーム内の特定２個のＯＦＤＭシン
ボルに位置することができる。図５２乃至図６４は、例示に過ぎず、特定２個のＯＦＤＭ
シンボルでＣＱＩ　ＲＳが配置される周波数上の開始位置は多様に変形が可能である。
【０１８８】
　ＣＱＩ　ＲＳが配置されるリソース要素は、共用参照信号が配置されるリソース要素と
周波数領域で同一な場合もあり（図５２乃至図５６参照）、互いに異なる場合もある（図
５７乃至図６４参照）。
【０１８９】
　図５２乃至図５６に示す例のように、ＣＱＩ　ＲＳが同一なリソース要素距離（３リソ
ース要素距離）ほど離隔されて配置されるパターンの場合、隣接した３個のセルでＣＱＩ
　ＲＳが配置されるリソース要素を１リソース要素単位に移動させて配置すると、互いに
リソース要素が重ならない　。図５７乃至図６０に示す例のように、ＣＱＩ　ＲＳが連続
する４個のリソース要素に配置されるパターンの場合、隣接した３個のセルでＣＱＩ　Ｒ
Ｓが配置されるリソース要素を４リソース要素単位に移動させて配置すると、互いにリソ
ース要素が重ならない。図６１乃至図６４に示す例のように、ＣＱＩ　ＲＳが２個の連続
するリソース要素に配置され、前記２個の連続するリソース要素と４リソース要素ほど離
隔されて位置する２個の連続するリソース要素に配置されるパターンの場合、隣接した３
個のセルでＣＱＩ　ＲＳが配置されるリソース要素を２リソース要素単位に移動させて配
置すると、互いにリソース要素が重ならない。
【０１９０】
　図６５は、サブフレーム内の２個のＯＦＤＭシンボルに総１２個のリソース要素にＣＱ
Ｉ　ＲＳを配置する例を示す。一個のＯＦＤＭシンボルにおいて、図６５（ａ）のように
ＣＱＩ　ＲＳは同一なリソース要素（２リソース要素距離）ほど離隔されたリソース要素
に配置されることもでき、図６５（ｂ）のように連続する６個のリソース要素に配置され
ることもできる。または、図６５（ｃ）、図６５（ｄ）のように連続する所定個数のリソ
ース要素とこれから所定リソース要素距離離隔された連続する所定個数のリソース要素に
ＣＱＩ　ＲＳが配置されることもできる。セルまたはセルグループ別にＣＱＩ　ＲＳが配
置されるリソース要素を周波数領域でシフトさせることによって相互間に干渉を減らすこ
とができる。例えば、図６５（ｄ）の場合、オフセット値を１乃至８のうちいずれか一つ
の値に与え、周波数領域でＣＱＩ　ＲＳが配置されるリソース要素をシフトさせることが
できる。
【０１９１】
　図６５（ａ）の場合、一つのサブフレームでＣＤＭを介して８個のアンテナを区分する
ことができる（デューティサイクル１）。または、一つのサブフレームでＣＤＭを介して
４個のアンテナを区分し、このようなサブフレーム２個を用いて８個のアンテナを区分す
ることができる（デューティサイクル２）。または、一つのサブフレームでＣＤＭを介し
て２個のアンテナを区分し、このようなサブフレーム４個を用いて８個のアンテナを区分
することができる（デューティサイクル４）。
【０１９２】
　図６６は、サブフレーム内の２個のＯＦＤＭシンボルに総１６個のリソース要素にＣＱ
Ｉ　ＲＳを配置する例を示す。
【０１９３】
　一個のＯＦＤＭシンボルにおいて、図６６（ａ）のように連続する２個のリソース要素
が１リソース要素距離ほど離隔されるパターンにＣＱＩ　ＲＳが配置されることもでき、
図６６（ｂ）のように連続する４個のリソース要素が２リソース要素距離ほど離隔される
パターンにＣＱＩ　ＲＳが配置されることもできる。または、図６６（ｃ）のように連続
する８個のリソース要素にＣＱＩ　ＲＳが配置されることもできる。
【０１９４】
　例えば、図６６（ａ）のようにＣＱＩ　ＲＳが配置される場合、一つのサブフレームで
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ＣＤＭを介して８個のアンテナを区分することもでき（デューティサイクル１）、一つの
サブフレームでＣＤＭを介して４個のアンテナを区分し、このようなサブフレーム２個を
用いて８個のアンテナを区分することもでき（デューティサイクル２）、一つのサブフレ
ームでＣＤＭを介して２個のアンテナを区分し、このようなサブフレーム４個を用いて８
個のアンテナを区分することもできる（デューティサイクル４）。
【０１９５】
　図６７は、サブフレーム内の２個のＯＦＤＭシンボルに総１６個のリソース要素に２個
のＣＱＩ　ＲＳを配置する例を示す。各々のＣＱＩ　ＲＳは８個のリソース要素に配置さ
れる。
【０１９６】
　ＣＱＩ　ＲＳ　１、ＣＱＩ　ＲＳ　２は、各々、図６７（ａ）、（ｃ）のように２個の
ＯＦＤＭシンボルで同一な周波数領域のリソース要素に配置されることもできる。または
、図６７（ｂ）のように他の周波数領域のリソース要素に配置されることもできる。図６
７（ｄ）は、一個のＯＦＤＭシンボルに一つのＣＱＩ　ＲＳのみ配置される例を示す。
【０１９７】
　一つのサブフレームで２個のＣＱＩ　ＲＳが各々一つのアンテナに使われる場合、この
ようなサブフレーム４個を用いて総８個のアンテナに区分して使われることができる（デ
ューティサイクル４）。一つのサブフレームで各ＣＱＩ　ＲＳがＣＤＭを介して２個のア
ンテナに使われる場合、総４個のアンテナに使われることができる。従って、このような
サブフレーム２個を用いて総８個のアンテナに区分して使われることができる（デューテ
ィサイクル２）。もし、一つのサブフレームで各ＣＱＩ　ＲＳがＣＤＭを介して４個のア
ンテナに使われる場合、一つのサブフレームのみで８個のアンテナに区分して使われるこ
とができる（デューティサイクル１）。
【０１９８】
　図６８及び図６９は、サブフレーム内の２個のＯＦＤＭシンボルに総１６個のリソース
要素に２個のＣＱＩ　ＲＳを配置する他の例を示す。
【０１９９】
　図６８及び図６９に示す例は、オフセット値によりＣＱＩ　ＲＳが配置されるリソース
要素を周波数領域でシフトさせ、セルまたはセルグループ単位に使われることもできる。
オフセット値は１乃至４のうちいずれか一つが使われることができる。
【０２００】
　図７０及び図７１は、サブフレーム内の２個のＯＦＤＭシンボルに総１６個のリソース
要素に４個のＣＱＩ　ＲＳを配置する例を示す。
【０２０１】
　一つのサブフレームで各ＣＱＩ　ＲＳが一つのアンテナに使われる場合、４個のアンテ
ナを区分することができるため、このようなサブフレーム２個を用いて総８個のアンテナ
を区分することができる（デューティサイクル２）。または、サブフレーム内の一個のＯ
ＦＤＭシンボルに配置されたＣＱＩ　ＲＳ　１乃至ＣＱＩ　ＲＳ　４を用いて４個のアン
テナを区分し、残りの一個のＯＦＤＭシンボルに配置されたＣＱＩ　ＲＳ　１乃至ＣＱＩ
　ＲＳ　４を用いて他の４個のアンテナを区分する方法（デューティサイクル１）も使わ
れることができる。または、サブフレーム内の各ＣＱＩ　ＲＳがＣＤＭにより２個のアン
テナに使われる場合、サブフレーム内の４個のＣＱＩ　ＲＳにより８個のアンテナを区分
することもできる（デューティサイクル１）。図７１に示す例は、オフセット値によりＣ
ＱＩ　ＲＳが配置されるリソース要素を周波数領域でシフトさせ、セルまたはセルグルー
プ単位に使われることもできる。オフセット値は１乃至６のうちいずれか一つが使われる
ことができる。
【０２０２】
　図７２及び図７３は、サブフレーム内の２個のＯＦＤＭシンボルに総１６個のリソース
要素に８個のＣＱＩ　ＲＳを配置する例を示す。
【０２０３】
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　一つのサブフレームに８個のＣＱＩ　ＲＳが配置されるため、８個のアンテナに対して
区分して使われることができる。各ＣＱＩ　ＲＳは配置されるリソース要素が互いに異な
るため区分されることができる。図７３の例は、ＣＱＩ　ＲＳが配置されるリソース要素
をオフセット値により周波数領域で１乃至８リソース要素ほどシフトさせることができる
。セルまたはセルグループによってオフセット値は異なる。
【０２０４】
　図７４は、時間領域で一つのサブフレーム、周波数領域で１２個の副搬送波を含むリソ
ース領域に対して２個のＯＦＤＭシンボルでＣＱＩ　ＲＳが送信され、総１６個のリソー
ス要素に４個のＣＱＩ　ＲＳを配置する例を示す。
【０２０５】
　図７５は、時間領域で一つのサブフレーム、周波数領域で１２個の副搬送波を含むリソ
ース領域に対して２個のＯＦＤＭシンボルでＣＱＩ　ＲＳが送信され、総１６個のリソー
ス要素に８個のＣＱＩ　ＲＳを配置する例を示す。
【０２０６】
　本発明は、ハードウェア、ソフトウェアまたはこれらの組合せで具現されることができ
る。ハードウェア具現において、前述した機能を遂行するためにデザインされたＡＳＩＣ
（ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　ｓｐｅｃｉｆｉｃ　ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　ｃｉｒｃｕｉｔ
）、ＤＳＰ（ｄｉｇｉｔａｌ　ｓｉｇｎａｌ　ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ）、ＰＬＤ（ｐｒｏ
ｇｒａｍｍａｂｌｅ　ｌｏｇｉｃ　ｄｅｖｉｃｅ）、ＦＰＧＡ（ｆｉｅｌｄ　ｐｒｏｇｒ
ａｍｍａｂｌｅ　ｇａｔｅ　ａｒｒａｙ）、プロセッサ、制御器、マイクロ・プロセッサ
、他の電子ユニットまたはこれらの組合せで具現されることができる。ソフトウェア具現
において、前述した機能を遂行するモジュールで具現されることができる。ソフトウェア
は、メモリユニットに格納されることができ、プロセッサにより実行される。メモリユニ
ットやプロセッサは当業者によく知られた多様な手段を採用することができる。
【０２０７】
　以上、本発明の好ましい実施例に対して詳細に記述したが、本発明が属する技術分野に
おいて通常の知識を有する者であれば、特許請求の範囲に定義された本発明の精神及び範
囲を外れない限り、本発明を様々に変形または、変更して実施することができることが知
ることができる。従って、本発明の今後の実施例の変更は、本発明の技術を外れることが
できない。
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