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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　サウンディング・リファレンス・シグナル（ＳＲＳ）の送信を要求するか否かと、前記
ＳＲＳの送信パラメータとを示す制御情報を、通信相手に送信する送信処理と、
　前記通信相手から前記制御情報に基づいて送信された、前記ＳＲＳを受信する受信処理
と、
　を制御し、
　前記受信処理は、前記通信相手が、前記ＳＲＳの送信を要求する第１の制御情報を検出
し、同一のサブフレーム及び同一のセルに対する前記ＳＲＳの送信を要求する第２の制御
情報であって、前記第１の制御情報が示す送信パラメータとは異なる送信パラメータを示
す前記第２の制御情報を検出した場合、前記第１の制御情報に基づいて送信された前記Ｓ
ＲＳを受信する、
　集積回路。
【請求項２】
　サウンディング・リファレンス・シグナル（ＳＲＳ）の送信を要求するか否かと、前記
ＳＲＳの送信パラメータとを示す制御情報を、通信相手に送信する送信処理と、
　前記通信相手から前記制御情報に基づいて送信された、前記ＳＲＳを受信する受信処理
と、
　を制御し、
　前記受信処理は、前記通信相手が、前記ＳＲＳの送信を要求する第１の制御情報を検出
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し、同一のサブフレーム及び同一のセルに対する前記ＳＲＳの送信を要求する第２の制御
情報であって、前記第１の制御情報が示す送信パラメータとは異なる送信パラメータを示
す前記第２の制御情報を検出した場合、前記ＳＲＳを受信しない、
　集積回路。
【請求項３】
　前記第１の制御情報及び前記第２の制御情報は、前記通信相手が、所定期間内において
検出した制御情報である、
　請求項１又は２に記載の集積回路。
【請求項４】
　前記第１の制御情報は、前記通信相手が、前記所定期間内において最初に検出した制御
情報である、
　請求項３に記載の集積回路。
【請求項５】
　前記第１の制御情報は、前記通信相手が、前記所定期間内において最後に検出した制御
情報である、
　請求項３に記載の集積回路。
【請求項６】
　前記送信処理は、前記通信相手に、所定期間内において、一つの前記制御情報のみを送
信する、
　請求項１から５のいずれかに記載の集積回路。
【請求項７】
　サウンディング・リファレンス・シグナル（ＳＲＳ）の送信を要求するか否かと、前記
ＳＲＳの送信パラメータとを示す制御情報を、通信相手に送信する送信処理と、
　前記通信相手から前記制御情報に基づいて送信された、前記ＳＲＳを受信する受信処理
と、
　を制御し、
　前記送信処理は、前記通信相手に、所定期間内において、同一の前記送信パラメータを
示す前記制御情報のみを送信する、
　集積回路。
【請求項８】
　前記受信処理は、前記通信相手が、前記ＳＲＳの送信を要求する制御情報を検出したサ
ブフレームからｋサブフレーム以降で、かつ、周期及びサブフレームオフセットに基づい
て設定されるサブフレームのうちの最初のサブフレームで、前記ＳＲＳを受信する、
　請求項１から７のいずれかに記載の集積回路。
【請求項９】
　前記受信処理は、前記通信相手が、前記ＳＲＳの送信を要求する制御情報を検出したサ
ブフレームからｋサブフレーム以降で、かつ、周期Ｎｐ及びサブフレームオフセットに基
づいて設定されるサブフレームのうち、最初のサブフレームｎで、前記ＳＲＳを受信し、
　前記所定期間は、サブフレームｎ－（Ｎｐ－ｋ＋１）からサブフレームｎ－ｋまでの期
間である、
　請求項３から７のいずれかに記載の集積回路。
【請求項１０】
　前記送信パラメータには、帯域幅、帯域の開始ＲＢ位置、Ｃｙｃｌｉｃ　Ｓｈｉｆｔ、
送信Ｃｏｍｂ、アンテナポート数、又は、周波数ホッピングが含まれる、
　請求項１から９のいずれかに記載の集積回路。
【請求項１１】
　前記制御情報は、複数のフォーマットのうちの一つで送信され、前記送信パラメータは
、前記フォーマットに基づいて特定される、
　請求項１から１０のいずれかに記載の集積回路。
【請求項１２】
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　前記ＳＲＳは、下り制御情報によってトリガされる、非周期的なＳＲＳである、
　請求項１から１１のいずれかに記載の集積回路。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、集積回路に関する。
【背景技術】
【０００２】
　３ＧＰＰ－ＬＴＥ(3rd Generation Partnership Project Radio Access Network Long 
Term Evolution、以下、ＬＴＥという)では、下り回線の通信方式としてＯＦＤＭＡ（Ort
hogonal Frequency Division Multiple Access）が採用され、上り回線の通信方式として
ＳＣ－ＦＤＭＡ（Single Carrier Frequency Division Multiple Access）が採用されて
いる（例えば、非特許文献１、２、３参照）。また、ＬＴＥの上り回線では、上り受信品
質を測定するためのリファレンス信号として、Periodic Sounding Reference signal(P-S
RS)が用いられる。
【０００３】
　このＰ－ＳＲＳを端末から基地局に対して送信するために、全端末共通のSRS送信サブ
フレーム（以下、「共通SRSサブフレーム」と呼ぶ）が設定される。この共通SRSサブフレ
ームは、セル単位で、所定の周期及びサブフレームオフセットの組合せによって定義され
る。また、共通SRSサブフレームに関する情報は、セル内の端末に報知される。例えば、
周期が１０サブフレームでオフセットが３であれば、フレーム(１０サブフレームから構
成される)内の３サブフレーム目が共通SRSサブフレームに設定される。共通SRSサブフレ
ームでは、セル内の全端末が、そのサブフレームの最後のSC-FDMAシンボルにおいて、デ
ータ信号の送信を取り止めるとともに、その期間をリファレンス信号の送信リソースとし
て用いる。
【０００４】
　また、各端末に対して個別にSRS送信サブフレームが上位レイヤ(物理レイヤより上位の
RRCレイヤ)により設定される（以下、個別SRSサブフレームと呼ぶ）。端末は設定された
個別SRSサブフレームにおいてＰ－ＳＲＳを送信する。また、各端末に対して、SRSリソー
スに関するパラメータ（以下、「SRSリソースパラメータ」と呼ばれることがある）が、
設定及び通知される。このSRSリソースに関するパラメータには、SRSの帯域幅、帯域位置
（またはSRS帯域開始位置）、Cyclic Shift、Comb（サブキャリアグループの識別情報に
相当）などが含まれる。そして、端末は、その通知されたパラメータに従ったリソースを
用いてＳＲＳを送信する。また、ＳＲＳの周波数ホッピングが設定される場合もある。
【０００５】
　また、ＬＴＥをさらに進めたLTE-Advanced（以下、「LTE-A」という）の上り回線では
、Dynamic Aperiodic SRS(以下、A-SRSと呼ぶ)の導入が検討されている。このＡ－ＳＲＳ
の送信タイミングは、トリガ情報（例えば、１ビットの情報）によって制御される。この
トリガ情報は、基地局から端末へ物理層の制御チャネル（つまり、ＰＤＣＣＨ）によって
送信される(例えば、非特許文献４)。すなわち、端末は、トリガ情報（つまり、A-SRSの
送信要求）によりA-SRS送信を要求された場合にのみ、Ａ－ＳＲＳを送信する。そして、
Ａ－ＳＲＳの送信タイミングを、トリガ情報が送信されたサブフレームからk (例えばk=4
)サブフレーム以降の最初の共通SRSサブフレームとすることが検討されている。ここで、
上述の通り、Ｐ－ＳＲＳは、周期的（periodic）に送信される一方、Ａ－ＳＲＳは、例え
ば、バースト的に上り回線の送信データが発生したときのみに短期間に集中して、端末に
送信させることができる。
【０００６】
　また、LTE-Aにおいては、様々なデータ割当通知のための制御情報フォーマットが存在
する。制御情報フォーマット（DCI format: Downlink Control Information format）に
は、下り回線において、連続する番号のリソースブロック（Ｖｉｒｔｕａｌ　ＲＢまたは
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Ｐｈｙｓｉｃａｌ　ＲＢ）を割り当てるＤＣＩ　ｆｏｒｍａｔ　１Ａ、連続しない番号の
ＲＢの割り当て（以下、「非連続帯域割当」という）が可能なＤＣＩ　ｆｏｒｍａｔ１、
空間多重ＭＩＭＯ送信を割り当てるＤＣＩ　ｆｏｒｍａｔ２および２Ａ、ビームフォーミ
ング送信を割り当てる下り割当制御情報のフォーマット（「ビームフォーミング割当下り
フォーマット」：ＤＣＩ　ｆｏｒｍａｔ１Ｂ）、マルチユーザＭＩＭＯ送信を割り当てる
下り割当制御情報のフォーマット（「マルチユーザＭＩＭＯ割当下りフォーマット」：Ｄ
ＣＩ　ｆｏｒｍａｔ１Ｄ）等がある。上り回線割当向けのフォーマットとしては、シング
ルアンテナポート送信を割り当てるＤＣＩ　ｆｏｒｍａｔ　０及び上り空間多重ＭＩＭＯ
送信を割り当てるＤＣＩ　ｆｏｒｍａｔ　４がある。ＤＣＩ　ｆｏｒｍａｔ　４は上り空
間多重ＭＩＭＯ送信が設定された端末のみに使用される。
【０００７】
　また、ＤＣＩ　ｆｏｒｍａｔ　０とＤＣＩ　ｆｏｒｍａｔ　１Ａとは、Paddingによっ
て、同一のビット数を取るようにビット数が調整される。ＤＣＩ　ｆｏｒｍａｔ　０及び
ＤＣＩ　ｆｏｒｍａｔ　１Ａは、ＤＣＩ　ｆｏｒｍａｔ　０／１Ａと呼ばれることもある
。ここで、ＤＣＩ　ｆｏｒｍａｔ　１、２、２Ａ、１Ｂ、１Ｄは、端末毎に設定される下
り送信モード（非連続帯域割当、空間多重ＭＩＭＯ送信、ビームフォーミング送信、マル
チユーザＭＩＭＯ送信）に依存して使用されるフォーマットであり、端末毎に設定される
フォーマットである。一方、ＤＣＩ　ｆｏｒｍａｔ　０／１Ａは、送信モードに依存せず
、いずれの送信モードの端末に対しても使用できるフォーマット、つまり、全端末に対し
て共通に使用されるフォーマットである。また、ＤＣＩ　ｆｏｒｍａｔ　０／１Ａが用い
られた場合には、デフォルトの送信モードとして１アンテナ送信または送信ダイバーシチ
が用いられる。
【０００８】
　端末は、ＤＣＩ　ｆｏｒｍａｔ　０／１Ａと、下り回線送信モードに依存するＤＣＩ　
ｆｏｒｍａｔと、を受信する。また、上り空間多重ＭＩＭＯ送信が設定された端末は、そ
れらに加えて、ＤＣＩ　ｆｏｒｍａｔ　４を受信する。
【０００９】
　ここで、A-SRSのトリガ情報の通知に、上り回線のデータ（PUSCH）割当通知に用いられ
る制御情報フォーマットであるＤＣＩ　ｆｏｒｍａｔ　０およびＤＣＩ　ｆｏｒｍａｔ　
４を用いることが、検討されている。ＤＣＩ　ｆｏｒｍａｔ　０には、RB通知フィールド
、MCS通知フィールド、HARQ情報通知フィールド、送信電力制御コマンド通知フィールド
、端末IDフィールドなどの他に、Ａ－ＳＲＳトリガ通知のためのフィールドも追加される
。また、ＤＣＩ　ｆｏｒｍａｔ　４は上記に加えて空間多重される２つ目のトランスポー
トブロック（データコードワード）に対するＭＣＳ通知フィールドと空間多重のためのＰ
ｒｅｃｏｄｉｎｇ情報とが含まれる。
【００１０】
　また、上記ＤＣＩはＰＤＣＣＨを介して基地局から端末へ送信される。ここで、基地局
は１サブフレームに複数の端末を割り当てるため、複数のＰＤＣＣＨを異なるリソースで
同時に送信する。このとき、基地局は、各ＰＤＣＣＨの送信先の端末を識別するために、
送信先の端末ＩＤでマスキング（または、スクランブリング）したＣＲＣビットをＰＤＣ
ＣＨに含めて送信する。そして、端末は、自端末宛ての可能性がある複数のＰＤＣＣＨに
おいて、自端末の端末ＩＤでＣＲＣビットをデマスキング（または、デスクランブリング
）することによりＰＤＣＣＨをブラインド復号して自端末宛のＰＤＣＣＨを検出する。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【００１１】
【非特許文献１】3GPP TS 36.211 V8.7.0, “Physical Channels and Modulation (Relea
se 8),” September 2008
【非特許文献２】3GPP TS 36.212 V8.7.0, “Multiplexing and channel coding (Releas
e 8),” September  2008
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【非特許文献３】3GPP TS 36.213 V8.7.0, “Physical layer procedures (Release 8),
” September  2008
【非特許文献４】3GPP TSG RAN WG1 meeting, R1-105632, “On Dynamic Aperiodic SRS 
Transmission Timing”, October 2010
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　ところで、上記したように、端末はトリガ情報を受信したサブフレームからk (例えばk
=4)サブフレーム以降の最初の共通SRSサブフレームでA-SRSを送信する。すなわち、共通S
RSサブフレームの周期がNpサブフレームである場合には、端末は、ある共通SRSサブフレ
ームのNp+k+1個前のサブフレームからk個前のサブフレームまでのNpサブフレームの間にA
-SRSトリガを受信すれば、その共通SRSサブフレームでA-SRSを送信する。つまり、共通SR
SサブフレームであるサブフレームnでのA-SRS送信を端末に要求するときには、基地局は
、サブフレームn-(Np+k+1)からサブフレームn-kまでのNpサブフレームの間(以降、「有効
期間」と呼ぶ)に、端末に対してA-SRSトリガ情報によってA-SRS送信要求を通知する。
【００１３】
　また、A-SRS送信の要求には、少なくともＤＣＩ　ｆｏｒｍａｔ　０とＤＣＩ　ｆｏｒ
ｍａｔ　４の２種類を用いることができ、基地局は、それぞれのＤＣＩ　ｆｏｒｍａｔで
異なるA-SRS configuration (例えば、A-SRSの帯域幅、cyclic shift, Comb, アンテナ数
など)のA-SRSを、端末に対して要求することができる。
【００１４】
　一方、端末はＰＤＣＣＨをブラインド復号することにより自局宛のＤＣＩを検出する。
このため、端末は他局宛のＤＣＩまたは送信されていないＤＣＩを誤検出する可能性があ
る。ＤＣＩの誤検出は、False alarm又はFalse detectionとも呼ばれ、他の端末宛のＤＣ
Ｉまたは送信されていない信号（つまり、ノイズ成分）を自端末宛のＤＣＩとして検出し
てしまうことである。端末は、複数のＰＤＣＣＨリソース候補について、自端末の端末Ｉ
ＤでＰＤＣＣＨのＣＲＣ部分をデマスキングした後にＣＲＣ判定を行う（つまり、ブライ
ンド復号）。ここで、ビット列が本当に正しいかどうか、また自端末宛かどうかにかかわ
らず、ＣＲＣがＯＫとなると、端末は、自端末宛のＤＣＩだとして検出する。例えば、ブ
ラインド復号対象のＰＤＣＣＨリソースに実際には何も送信されていない場合でも、端末
は、ノイズ成分を信号としてブラインド復号する。この場合、ランダムビット列が復号結
果として現れ、ビットの組み合わせによっては、ＣＲＣがＯＫとなる。
【００１５】
　また、基地局が意図的または意図せずに、有効期間内に複数のＡ－ＳＲＳの送信要求を
通知する可能性がある。従って、端末がある共通SRSサブフレームに対する有効期間内に
複数のA-SRS送信要求を検出する可能性がある。
【００１６】
　しかしながら、複数のA-SRS送信要求を検出した場合の端末の動作については検討され
ていない。このため、基地局と端末との間でA-SRS configurationに対する認識が異なる
結果、基地局が誤った受信品質測定をしてしまう恐れがあり、さらに、端末が他セルに対
して不必要に干渉を与えてしまう恐れがある。特にその端末が他の端末に割当てられたSR
SリソースでＡ－ＳＲＳを送信した場合には、その端末の受信品質測定だけでなく他の端
末の受信品質測定にも影響するため、システムスループットを劣化させる懸念がある。
【００１７】
　本発明の目的は、ＳＲＳの送信側と受信側との間でＳＲＳ送信の有無又はＳＲＳリソー
スの認識違いが生じる可能性を低減して、システムスループットの劣化を防止することが
できる集積回路を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１８】
　本発明の一態様の通信装置は、サウンディング・リファレンス・シグナル（ＳＲＳ）の
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送信を要求するか否かを示す制御情報を検出する検出部と、検出した前記制御情報に基づ
いて、前記ＳＲＳの送信を制御する制御部と、を有し、前記制御部は、所定期間内に複数
の前記制御情報を検出した場合、最初に検出した前記制御情報に基づいて、前記ＳＲＳの
送信を制御する。
【００１９】
　本発明の一態様の通信装置は、サウンディング・リファレンス・シグナル（ＳＲＳ）の
送信を要求するか否かを示す制御情報を検出する検出部と、検出した前記制御情報に基づ
いて、前記ＳＲＳの送信を制御する制御部と、を有し、前記制御部は、所定期間内に複数
の前記制御情報を検出した場合、最後に検出した前記制御情報に基づいて、前記ＳＲＳの
送信を制御する。
【００２０】
　本発明の一態様の通信装置は、サウンディング・リファレンス・シグナル（ＳＲＳ）の
送信を要求するか否かを示す制御情報を検出する検出部と、検出した前記制御情報に基づ
いて、前記ＳＲＳの送信を制御する制御部と、を有し、前記制御部は、所定期間内に複数
の前記制御情報を検出した場合、前記ＳＲＳを送信しないように制御する。
【００２１】
　本発明の一態様の通信装置は、サウンディング・リファレンス・シグナル（ＳＲＳ）の
送信を要求するか否かを示す制御情報を検出する検出部と、検出した前記制御情報に基づ
いて、前記ＳＲＳの送信を制御する制御部と、を有し、前記制御部は、所定期間内に複数
の異なる前記制御情報を検出した場合、前記ＳＲＳを送信しないように制御する。
【００２２】
　本発明の一態様の通信装置は、サウンディング・リファレンス・シグナル（ＳＲＳ）の
送信を要求するか否かを示す制御情報を検出する検出部と、検出した前記制御情報に基づ
いて、前記ＳＲＳの送信を制御する制御部と、を有し、前記制御部は、所定期間内に、前
記ＳＲＳの送信を要求する少なくとも一つの前記制御情報を検出し、次いで、前記ＳＲＳ
の送信を要求しない前記制御情報を検出した場合、前記ＳＲＳを送信しないように制御し
、前記所定期間内に、さらに、前記少なくとも一つの前記制御情報とは異なる、前記ＳＲ
Ｓの送信を要求する少なくとも一つの前記制御情報を検出した場合、最後に検出した前記
ＳＲＳの送信を要求する前記制御情報に基づいて、前記ＳＲＳを送信するように制御する
。
【００２３】
　本発明の一態様の通信装置は、サウンディング・リファレンス・シグナル（ＳＲＳ）の
送信を要求するか否かを示す制御情報を、通信相手に送信する送信部と、前記通信相手か
ら前記制御情報に基づいて所定タイミングで送信された、前記ＳＲＳを検出する検出部と
、を有し、前記送信部は、前記所定タイミングよりも前の所定期間内に、前記制御情報を
一つのみ送信する。
【００２４】
　本発明の一態様の通信装置は、サウンディング・リファレンス・シグナル（ＳＲＳ）の
送信を要求するか否かを示す制御情報を、通信相手に送信する送信部と、前記通信相手か
ら前記制御情報に基づいて所定タイミングで送信された、前記ＳＲＳを検出する検出部と
、を有し、前記送信部は、前記所定タイミングよりも前の所定期間内に、前記通信相手に
複数の前記制御情報を送信する場合する場合、同一の前記制御情報を送信する。
【００２５】
　本発明の一態様のＳＲＳ送信制御方法は、サウンディング・リファレンス・シグナル（
ＳＲＳ）の送信を要求するか否かを示す制御情報を検出し、前記ＳＲＳを送信する所定タ
イミング前の所定期間内に複数の前記制御情報を検出した場合、又は、前記所定期間内に
複数の前記制御情報を検出した場合、検出した前記制御情報及び所定のルールに従って、
前記ＳＲＳの送信を制御する。
【発明の効果】
【００２６】
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　本発明によれば、ＳＲＳの送信側と受信側との間でＳＲＳ送信の有無又はＳＲＳリソー
スの認識違いが生じる可能性を低減して、システムスループットの劣化を防止することが
できる。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】本発明の実施の形態１に係る基地局の主要構成図
【図２】本発明の実施の形態１に係る端末の主要構成図
【図３】本発明の実施の形態１に係る基地局の構成を示すブロック図
【図４】本発明の実施の形態１に係る端末の構成を示すブロック図
【図５】基地局及び端末の動作説明に供する図
【図６】本発明の実施の形態２に係る基地局及び端末の動作説明に供する図
【図７】本発明の実施の形態３に係る基地局及び端末の動作説明に供する図
【図８】本発明の実施の形態４に係る基地局及び端末の動作説明に供する図
【図９】本発明の実施の形態５に係る基地局及び端末の動作説明に供する図
【発明を実施するための形態】
【００２８】
　以下、本発明の実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。なお、実施の形態
において、同一の構成要素には同一の符号を付し、その説明は重複するので省略する。
【００２９】
　［実施の形態１］
　［通信システムの概要］
　本発明の実施の形態１に係る通信システムは、基地局１００と端末２００とを有する。
基地局１００は、ＬＴＥ－Ａ基地局であり、端末２００は、ＬＴＥ－Ａ端末である。
【００３０】
　図１は、本発明の実施の形態１に係る基地局１００の主要構成図である。基地局１００
において、送信処理部１０４が、サウンディング・リファレンス・シグナル（ＳＲＳ）の
送信を要求するか否かを示す制御情報を、端末２００に送信し、受信処理部１０８が、端
末２００から制御情報に基づいて所定タイミングで送信された、ＳＲＳを検出する。送信
要求の送信は、設定部１０１によって制御され、実施の形態１では、有効期間内に、制御
情報は、一つのみ送信される。送信処理部１０４から送信されるA-SRS送信要求によって
、基地局１００から端末２００に対してSRS送信が指示される。
【００３１】
　図２は、本発明の実施の形態１に係る端末２００の主要構成図である。端末２００にお
いて、受信処理部２０３が、サウンディング・リファレンス・シグナル（ＳＲＳ）の送信
を要求するか否かを示す制御情報を検出し、送信信号形成部２０７が、制御情報に基づく
送信制御部２０６による制御によって、Ａ－ＳＲＳを送信する。送信制御部２０６は、「
SRS送信実行ルール」とトリガ情報の受信状況とに基づいて、SRS送信を実行するか否かを
判断する。
【００３２】
　以下では、上り回線と下り回線とが周波数分割されるＦＤＤシステムを前提として説明
する。
【００３３】
　［基地局１００の構成］
　図３は、本発明の実施の形態１に係る基地局１００の構成を示すブロック図である。図
３において、基地局１００は、設定部１０１と、符号化・変調部１０２，１０３と、送信
処理部１０４と、送信ＲＦ部１０５と、アンテナ１０６と、受信ＲＦ部１０７と、受信処
理部１０８と、データ受信部１０９と、ＳＲＳ受信部１１０とを有する。
【００３４】
　設定部１０１は、設定対象端末２００に対して、Ａ－ＳＲＳの送信要求に用いる制御情
報フォーマット（DCI format）と、その設定対象端末２００がA-SRS送信に用いるリソー
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ス（A-SRSリソース）との対応関係を設定(configure)するための「A-SRS送信ルール設定
情報」を生成する。A-SRS送信ルール設定情報には、複数の制御情報フォーマット(DCI fo
rmat)の識別情報と、各制御情報フォーマットの識別情報に対応するA-SRSリソースに関す
る情報とが含まれている。このA-SRSリソースは、上述の通り、設定対象端末２００がA-S
RSをマッピングするリソースである。A-SRSリソースに関する情報には、設定対象端末２
００がA-SRSを送信する周波数帯域（またはSRS帯域の開始RB位置）、帯域幅（またはRB数
）、Cyclic shift、送信Comb、アンテナ数、送信回数、周波数ホッピング、Component Ca
rrierなどのパラメータが含まれる。すなわち、複数の制御情報フォーマット(DCI format
)の識別情報と、各制御情報フォーマットの識別情報に対応する上記パラメータの組合せ
とが、A-SRS送信ルール設定情報によって設定対象端末２００に対して設定される。なお
、それぞれのDCI formatについてトリガ情報として用いられるビット数（つまり、トリガ
情報で通知可能なA-SRSリソース候補数）に応じた数のA-SRSリソースを、そのビット数で
表現可能なビット状態とを対応付ける。例えば、１ビットの場合には、１つのビット状態
で「SRS送信要求無し」を通知するために使用するので、１通りのリソースしか通知でき
ない。そのため、もう１つのビット状態をリソースAと対応付ける。２ビットの場合には
３通りのリソースを通知できるため、リソースB、リソースC、リソースDという３つのリ
ソースと、３つのビット状態とをそれぞれ対応付ける。
【００３５】
　また、設定部１０１は、指示対象端末２００に対して、Ａ－ＳＲＳの送信を要求するト
リガ情報（以下、単に「トリガ情報」と呼ばれる）を含む、上り割当制御情報又は下り割
当制御情報を生成する。
【００３６】
　以上のように設定部１０１によって生成されたA-SRS送信ルール設定情報は、RRCレイヤ
の制御情報として、符号化・変調部１０２、送信処理部１０４、及び送信ＲＦ部１０５に
おいて送信処理がなされた後に、設定対象端末２００へ送信される。また、A-SRS送信の
トリガ情報を含む制御情報は、レイヤ１，２の制御情報として、符号化・変調部１０２、
送信処理部１０４、及び送信ＲＦ部１０５において送信処理がなされた後に、設定対象端
末２００へ送信される。ここでは、トリガ情報が１ビットの場合(例えば、ＤＣＩ　ｆｏ
ｒｍａｔ　０)は、ビット０であればリソースAでのＡ－ＳＲＳ送信要求を示し、ビット１
であればＡ－ＳＲＳ送信要求なしを示す。トリガ情報が２ビットの場合（例えば、ＤＣＩ
　ｆｏｒｍａｔ　４）には、４つのビット状態のうち、状態１は、A-SRS送信要求なしを
示し、状態２はリソースB、状態３はリソースC、状態４はリソースDでのA-SRS送信要求を
示す。リソースA,B,C,Dは、設定部１０１で設定される。
【００３７】
　ここで、設定部１０１は、トリガ情報、リソース（ＲＢ）割当情報、及び、１つまたは
複数のトランスポートブロック（ＴＢ）に対するＭＣＳ情報を含む、割当制御情報を生成
する。割当制御情報には、上り回線データを割り当てる上りリソース（例えば、ＰＵＳＣ
Ｈ（Physical Uplink Shared Channel））に関する割当制御情報、下り回線データを割り
当てる下りリソース（例えば、ＰＤＳＣＨ（Physical Downlink Shared Channel））に関
する割当制御情報がある。上り回線データを割り当てる割当制御情報としてＤＣＩ　ｆｏ
ｒｍａｔ　０，４、下り回線データを割り当てる割当制御情報としてＤＣＩ　ｆｏｒｍａ
ｔ　１Ａ，１，１Ｂ，１Ｄ，２，２Ａなどがある。
【００３８】
　また、設定部１０１は、端末にA-SRSを送信させるサブフレームの有効期間内に制御情
報を送信できるように、その端末に対して送信要求を示すトリガ情報を含む制御情報を生
成する。なお、実施の形態１では、基地局１００が１つの有効期間内では、１つの対象端
末に対して、SRS送信要求を示すトリガ情報を含む制御情報を１度だけ送信することが前
提とされる。
【００３９】
　そして、設定部１０１は、A-SRS送信ルール設定情報を符号化・変調部１０２を介して
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設定対象端末２００へ送信すると共に、受信処理部１０８へ出力する。また、設定部１０
１は、トリガ情報を含む割当制御情報を符号化・変調部１０２を介して設定対象端末２０
０へ送信すると共に、送信処理部１０４へ出力する。また、設定部１０１は、トリガ情報
を含めた割当制御情報のフォーマット（ＤＣＩフォーマット）を示す情報を受信処理部１
０８へ出力する。
【００４０】
　ここで、設定情報は、上位レイヤ情報として（つまり、RRCシグナリングによって）、
基地局１００から端末２００へ通知される。一方、割当制御情報（トリガ情報を含む）は
、ＰＤＣＣＨ（Physical Downlink Control Channel）によって、基地局１００から端末
２００へ通知される。すなわち、設定情報は通知間隔が比較的長い（つまり、比較的長い
間隔を空けて通知される）のに対して、割当制御情報は、通知間隔が短い（つまり、短い
間隔で通知される）。
【００４１】
　符号化・変調部１０２は、設定部１０１から受け取る設定情報及び割当制御情報を符号
化及び変調し、得られた変調信号を送信処理部１０４へ出力する。
【００４２】
　符号化・変調部１０３は、入力されるデータ信号を符号化及び変調し、得られた変調信
号を送信処理部１０４へ出力する。
【００４３】
　送信処理部１０４は、符号化・変調部１０２及び符号化・変調部１０３から受け取る変
調信号を、設定部１０１から受け取る下りリソース割当情報の示すリソースにマッピング
することにより、送信信号を形成する。ここで、送信信号がＯＦＤＭ信号である場合には
、変調信号を、設定部１０１から受け取る下りリソース割当情報の示すリソースにマッピ
ングし、逆高速フーリエ変換（ＩＦＦＴ）処理を施して時間波形に変換し、ＣＰ（Cyclic
 Prefix）を付加することにより、ＯＦＤＭ信号が形成される。
【００４４】
　送信ＲＦ部１０５は、送信処理部１０４から受け取る送信信号に対して送信無線処理（
アップコンバート、ディジタルアナログ（Ｄ／Ａ）変換など）を施し、アンテナ１０６を
介して送信する。
【００４５】
　受信ＲＦ部１０７は、アンテナ１０６介して受信した無線信号に対して受信無線処理（
ダウンコンバート、アナログディジタル（Ａ／Ｄ）変換など）を施し、得られた受信信号
を受信処理部１０８へ出力する。
【００４６】
　受信処理部１０８は、設定部１０１から受け取る上りリソース割当情報に基づいて上り
データ信号及びＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報がマッピングされているリソースを特定し、受信信
号から、特定されたリソースにマッピングされている信号成分を抽出する。
【００４７】
　また、受信処理部１０８は、設定部１０１から受け取るA-SRS送信ルール設定情報、ト
リガ情報、及びA-SRS送信要求に用いたＤＣＩフォーマットの情報に基づいて、Ａ－ＳＲ
Ｓがマッピングされているリソースを特定し、受信信号から、特定されたリソースにマッ
ピングされている信号成分を抽出する。具体的には、受信処理部１０８は、トリガ情報が
送信されたサブフレームからｋサブフレーム（ここではｋ＝４）以降で最初の共通ＳＲＳ
サブフレームにおいて、上記特定されたリソースでＡ－ＳＲＳを受信する。
【００４８】
　ここで、受信信号が空間多重された（つまり、複数のコードワード（ＣＷ）によって送
信された）信号である場合には、受信処理部１０８は、受信信号をＣＷ毎に分離する。ま
た、受信信号がＯＦＤＭ信号である場合には、受信処理部１０８は、抽出された信号成分
に対してＩＤＦＴ（Inverse Discrete Fourier Transform）処理を施すことにより、時間
領域信号に変換する。
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【００４９】
　こうして受信処理部１０８によって抽出された上りデータ信号及びＡＣＫ／ＮＡＣＫ情
報は、データ受信部１０９へ出力され、Ａ－ＳＲＳ信号は、ＳＲＳ受信部１１０へ出力さ
れる。
【００５０】
　データ受信部１０９は、受信処理部１０８から受け取る信号を復号する。これにより、
上り回線データ及びＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報が得られる。
【００５１】
　ＳＲＳ受信部１１０は、受信処理部１０８から受け取るＡ－ＳＲＳ信号に基づいて、各
周波数リソースの受信品質を測定し、受信品質情報を出力する。ここで、異なる端末２０
０から送信される複数のＡ－ＳＲＳ信号が直交系列などによって符号多重される場合には
、ＳＲＳ受信部１１０は、符号多重された複数のＡ－ＳＲＳ信号の分離処理も行う。
【００５２】
　［端末２００の構成］
　図４は、本発明の実施の形態１に係る端末２００の構成を示すブロック図である。ここ
では、端末２００は、ＬＴＥ－Ａ端末である。
【００５３】
　図４において、端末２００は、アンテナ２０１と、受信ＲＦ部２０２と、受信処理部２
０３と、リファレンス信号生成部２０４と、データ信号生成部２０５と、送信制御部２０
６と、送信信号形成部２０７と、送信ＲＦ部２０８とを有する。
【００５４】
　受信ＲＦ部２０２は、アンテナ２０１を介して受信した無線信号に対して受信無線処理
（ダウンコンバート、アナログディジタル（Ａ／Ｄ）変換など）を施し、得られた受信信
号を受信処理部２０３へ出力する。
【００５５】
　受信処理部２０３は、受信信号に含まれる設定情報、割当制御情報、及びデータ信号を
抽出する。受信処理部２０３は、設定情報及び割当制御情報を送信制御部２０６へ出力す
る。また、受信処理部２０３は、トリガ情報が含まれていた割当制御情報のＤＣＩフォー
マット識別情報を送信制御部２０６へ出力する。また、受信処理部２０３は、抽出された
データ信号に対しては誤り検出処理を行い、誤り検出結果に応じたＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報
をデータ信号生成部２０５へ出力する。ここで、受信処理部２０３はブラインド復号によ
りＤＣＩを検出し、検出されたＤＣＩから割当制御情報を抽出する。
【００５６】
　リファレンス信号生成部２０４は、送信制御部２０６から生成指示を受け取ると、リフ
ァレンス信号を生成し、送信信号形成部２０７へ出力する。
【００５７】
　データ信号生成部２０５は、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報及び送信データを入力とし、送信制
御部２０６から受け取るＭＣＳ情報に基づいてＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報及び送信データを符
号化及び変調することにより、データ信号を生成する。Non-MIMO送信の場合には、１つの
コードワード（ＣＷ）でデータ信号が生成され、MIMO送信の場合には、２つのコードワー
ドでデータ信号が生成される。なお、受信信号がＯＦＤＭ信号の場合には、データ信号生
成部２０５は、ＣＰ除去処理、ＦＦＴ処理も行う。
【００５８】
　送信制御部２０６は、「SRS送信実行ルール」とトリガ情報の受信状況とに基づいて、S
RS送信を実行するか否かを判断する。実施の形態１における「SRS送信実行ルール」は、
有効期間内で、最初に検出された送信要求を示すトリガ情報を含む割当制御情報に従って
ＳＲＳを送信することである。すなわち、送信制御部２０６は、サブフレーム番号nの共
通SRSサブフレームに対する送信要求を示すトリガ情報を一度検出すると、それ以降にサ
ブフレーム番号nのA-SRSを要求できる有効期間内（つまり、サブフレームn-(Np+k+1)から
サブフレームn-kまでの間）において、送信要求を示すトリガ情報を含むＤＣＩを検出し
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ても、そのＤＣＩに含まれるトリガ情報及び割当制御情報を無視する。
【００５９】
　そして、送信制御部２０６は、SRS送信を実行すると判断した場合、自端末がＡ－ＳＲ
Ｓ信号をマッピングするリソースを設定する。具体的には、送信制御部２０６は、受信処
理部２０３から受け取る設定情報（A-SRS送信ルール設定情報）と、トリガ情報が含まれ
ていた割当制御情報のＤＣＩフォーマット識別情報とに基づいて、リソースを特定する。
また、リソースの特定には、トリガ情報として複数のビットが含まれる場合にはトリガ情
報に含まれるSRSリソース通知情報も用いられる。
【００６０】
　また、送信制御部２０６は、Ａ－ＳＲＳの送信サブフレームとして、トリガ情報を含む
割当制御情報が送信されたサブフレームからｋサブフレーム以降で最初の共通ＳＲＳサブ
フレームを設定する。また、送信制御部２０６は、トリガ情報を受け取ると、リファレン
ス信号生成部２０４へ生成指示を出力すると共に、上記特定したＳＲＳリソースに関する
情報を送信信号形成部２０７へ出力する。
【００６１】
　また、送信制御部２０６は、受信処理部２０３から受け取る割当制御情報に基づいて、
データ信号をマッピングする「データマッピングリソース」を特定し、データマッピング
リソースに関する情報（以下、「データマッピングリソース情報」と呼ばれることがある
）を送信信号形成部２０７へ出力すると共に、割当制御情報に含まれるＭＣＳ情報をデー
タ信号生成部２０５へ出力する。
【００６２】
　送信信号形成部２０７は、リファレンス信号生成部２０４から受け取るＡ－ＳＲＳ信号
をＳＲＳマッピングリソースにマッピングする。また、送信信号形成部２０７は、データ
信号生成部２０５から受け取るデータ信号をデータマッピングリソース情報の示すデータ
マッピングリソースにマッピングする。こうして送信信号が形成される。なお、Non-MIMO
送信の場合には、１コードワードのデータ信号が１レイヤに割り当てられ、MIMO送信の場
合には、２コードワードのデータ信号が複数のレイヤに割り当てられる。また、送信信号
がＯＦＤＭ信号の場合には、送信信号形成部２０７は、データ信号をＤＦＴ（Discrete F
ourier transform）処理した後に、データマッピングリソースにマッピングする。また、
形成された送信信号に対してＣＰが付加される。
【００６３】
　送信ＲＦ部２０８は、送信信号形成部２０７で形成された送信信号に対して送信無線処
理（アップコンバート、ディジタルアナログ（Ｄ／Ａ）変換など）を施してアンテナ２０
１を介して送信する。
【００６４】
　［基地局１００及び端末２００の動作］
　以上の構成を有する基地局１００及び端末２００の動作について図５を用いて説明する
。ここでは、ＤＣＩ　ｆｏｒｍａｔ　０及びＤＣＩ　ｆｏｒｍａｔ　４の割当制御情報に
、トリガ情報が含まれるものとする。図５は、基地局１００における上りデータ割当及び
A-SRS送信要求と、端末２００におけるデータ送信及びA-SRS送信にかかる処理を説明した
ものである。データ割当通知及びデータ送信は、サブフレーム単位で行われる。
【００６５】
　図５Ａに示すように、基地局１００は、１つの共通SRSサブフレームの有効期間内には
、各端末２００に多くとも１つのA-SRS送信要求を含むＤＣＩを送信する。
【００６６】
　一方、端末２００において、送信制御部２０６は、「SRS送信実行ルール」とトリガ情
報の受信状況とに基づいて、SRS送信を実行するか否かを判断する。具体的には、実施の
形態１における「SRS送信実行ルール」は、有効期間内で、最初に検出された送信要求を
示すトリガ情報を含む割当制御情報に従ってSRSを送信することである。すなわち、１つ
の有効期間において、A-SRS送信要求を含むＤＣＩが検出された後に、A-SRS送信要求を含
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む他のＤＣＩが検出されても、その他のＤＣＩは無視される。つまり、１つの有効期間に
おいてA-SRS送信要求を示すトリガ情報を含むＤＣＩが複数検出された場合、２番目以降
に検出されたA-SRS送信要求を含むＤＣＩが要求するSRSリソースでは、Ａ－ＳＲＳは送信
されず、最初に検出されたA-SRS送信要求を含むＤＣＩが要求するSRSリソースで、Ａ－Ｓ
ＲＳが送信される（図５Ｂ参照）。
【００６７】
　このような「SRS送信実行ルール」によってSRS送信が制御されることにより、端末２０
０によるＤＣＩの誤検出の確率、又は、A-SRSトリガ情報の誤検出によって端末２００が
基地局１００から要求されたSRSリソースと異なるSRSリソースでＡ－ＳＲＳを送信してし
まう確率を低減できる。ここで、基地局１００がA-SRS送信要求を含むＤＣＩを送信する
前に端末２００がA-SRS送信要求を含むＤＣＩを誤検出した場合には、端末１００は、誤
ってＡ－ＳＲＳを送信してしまう。しかしながら、基地局１００が有効期間内のできるだ
け早いサブフレームでA-SRS送信要求を通知することにより、有効期間内において基地局
１００がA-SRS送信要求を通知する前に端末１００が誤検出する確率を低減できる。また
、端末２００は最初のトリガ情報によってA-SRS送信の準備を行えばよいので、端末２０
０の処理が非常にシンプルになる利点がある。
【００６８】
　なお、端末２００は、１つの有効期間において、A-SRS送信要求を含むＤＣＩを検出し
た後に、A-SRS送信要求を含む他のＤＣＩを検出した場合、その他のＤＣＩによるデータ
割当（つまり、ＤＣＩ内のデータRB、MCS、送信電力制御などデータ割当に関する情報）
を有効なものとして扱い、その他のＤＣＩに含まれるA-SRSトリガ情報のみを無視しても
良い。すなわち、ＤＣＩ内のデータ割当に関する割当通知情報とA-SRSトリガ情報とを独
立に扱っても良い。この場合、１つの有効期間において、後から検出されたA-SRS送信要
求を含むＤＣＩによって指示されるSRSリソースではＡ－ＳＲＳは送信されず、最初に検
出されたA-SRS送信要求を含むＤＣＩによって指示されるSRSリソースで、Ａ－ＳＲＳが送
信される一方で、後から検出されたA-SRS送信要求を含むＤＣＩによって指示されたデー
タ割当情報に従って上り回線データ（ＰＵＳＣＨ）送信が行われる。すなわち、ＤＣＩ内
の割当通知情報に含まれる情報の内でA-SRSトリガ情報以外の情報（つまり、RB割当やMCS
通知情報など）は、それ以前に検出されたA-SRSトリガ情報の状況によらず有効として扱
われ、A-SRSトリガ情報は、それ以前に検出されたA-SRSトリガ情報の有無によって有効か
無効かが判断される。
【００６９】
　ここで、Ａ－ＳＲＳ及びA-SRSトリガ情報は、LTE-Advancedで新たに導入されるもので
ある。一方、A-SRSトリガ情報以外のＤＣＩ内の割当通知情報は、ＬＴＥで既に規定され
ている。すなわち、ＤＣＩ内の割当通知情報に関わる動作を行う処理回路は、LTE-Advanc
edより前から、ＬＴＥ基地局及びＬＴＥ端末に実装されている。そこで、上記のように、
有効無効の判断を、ＤＣＩ内の割当通知情報とA-SRSトリガ情報とに対して独立に行うこ
とにより、ＬＴＥで実装済みの処理回路をそのまま再利用できる。このため、Ａ－ＳＲＳ
に関連する部分に対応する処理部のみが追加されれば良いので、実装にかかる工数を低減
できる。
【００７０】
　[実施の形態２]
　実施の形態２では、「SRS送信実行ルール」は、有効期間内で、最後に検出された送信
要求を示すトリガ情報を含む割当制御情報に従ってＡ－ＳＲＳを送信することである。実
施の形態２の基地局及び端末は、実施の形態１の基地局１００及び端末２００と基本構成
が共通するので、図３，４を援用して説明する。
【００７１】
　実施の形態２の基地局１００において、設定部１０１は、端末２００ごとに、有効期間
内の１つ又は複数のサブフレームで、A-SRS送信要求を示すトリガ情報を含むＤＣＩを生
成する。すなわち、実施の形態２の基地局１００は、ある共通SRSサブフレームに対する
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有効期間内で、その共通SRSサブフレームにおける複数の端末２００に対するA-SRS割当状
況に応じて、各端末２００に対するA-SRSリソースの割当をやり直すことができる。
【００７２】
　実施の形態２の端末２００において、送信制御部２０６は、「SRS送信実行ルール」と
トリガ情報の受信状況とに基づいて、SRS送信を実行するか否かを判断する。実施の形態
２における「SRS送信実行ルール」は、有効期間内で、最後に検出された送信要求を示す
トリガ情報を含む割当制御情報に従ってＡ－ＳＲＳを送信することである。具体的には、
送信制御部２０６は、サブフレーム番号nの共通SRSサブフレームに対応する有効期間にお
いて、送信要求を示すトリガ情報を含むＤＣＩを１つ検出し、それ以降の別のサブフレー
ム（つまり、その検出タイミングからサブフレームn-kまでの間）に、送信要求を示すト
リガ情報を含む他のＤＣＩを検出した場合、過去のトリガ情報によって指示されたSRSリ
ソースに関する情報を、今回検出されたＤＣＩ内のトリガ情報によって指示されたSRSリ
ソースに関する情報で上書きする。これにより、送信制御部２０６は、各有効期間におけ
る最新のSRSリソースに関する情報を保持することができる。そして、送信制御部２０６
は、上書きした結果に従い、リファレンス信号生成部２０４へ生成指示を出力すると共に
、上記上書きしたＳＲＳリソースに関する情報を送信信号形成部２０７へ出力する。
【００７３】
　以上の構成を有する実施の形態２の基地局１００及び端末２００の動作について図６を
用いて説明する。図６Ａ，Ｂでは、基地局１００は、１つの有効期間内において、１つの
サブフレームでA-SRS送信要求を示すトリガ情報を含むＤＣＩを送信し、それ以降のサブ
フレームで再びA-SRS送信要求を示すトリガ情報を含むＤＣＩを送信している。
【００７４】
　図６Ａでは、端末２００は、全てのＤＣＩを正しく検出し、２つのサブフレームでA-SR
S送信要求を示すトリガ情報を受信している。そして、端末２００は、「SRS送信実行ルー
ル」に従って、有効期間内で、最後に検出された送信要求を示すトリガ情報を含む割当制
御情報に従ってＡ－ＳＲＳを送信する。
【００７５】
　図６Ｂでは、端末２００は、１つの有効期間内において、最初に送信された、A-SRS送
信要求を示すトリガ情報を含むＤＣＩの検出をミスしている。すなわち、端末２００は、
ビット誤りが含まれた結果として誤り検出結果がOKとならないので、ＤＣＩを自端末宛の
ものと認識できなかった。しかしながら、その有効期間内において、検出ミスされたＤＣ
Ｉの後に送られた、A-SRS送信要求を示すトリガ情報を示すＤＣＩが正しく検出されてい
るので、端末２００は、その正しく検出されたＤＣＩに含まれるA-SRSトリガ情報に従っ
て、Ａ－ＳＲＳを送信する。
【００７６】
　このように、基地局１００が１つの有効期間内における複数のサブフレームでA-SRS送
信要求を示すトリガ情報を含むＤＣＩを送信すると共に、このような「SRS送信実行ルー
ル」によってSRS送信が制御されることにより、端末２００は、有効期間の早い段階でＤ
ＣＩの検出にミスしてもその後に送信されるＤＣＩを正しく検出できれば、正しくＡ－Ｓ
ＲＳを送信することができる。この結果、基地局１００は、適切なチャネル品質を測定す
ることができる。
【００７７】
　また、基地局１００は、有効期間内で複数のトリガ情報を送信することにより、SRSリ
ソースを変更することができる。すなわち、基地局１００は、第１のトリガ情報の後に送
信される第２のトリガ情報によって通知するSRSリソースを第１のトリガ情報によって通
知されたものと異なるSRSリソースのA-SRS送信を要求することもできる。例えば、基地局
１００は、ある端末２００に対してあるSRSリソース（例えば、リソースA）を用いたA-SR
S送信の要求を行った後に、別の優先度の高い端末２００に同じSRSリソース（リソースA
）でA-SRS送信させたい場合に、過去に指示したSRSリソースを上書きするために別のSRS
リソース（例えば、リソースB）を指示するA-SRSトリガ情報を送信する。ここで、別のSR
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Sリソースの指示は、異なるＤＣＩ　ｆｏｒｍａｔを用いることにより行われても良いし
、同一のＤＣＩ　ｆｏｒｍａｔを用いてA-SRSトリガ情報の異なる状態を通知することに
よって行われても良い。このように、端末２００に対して過去に通知したSRSリソースを
別のリソースで上書きすることにより、基地局１００は、端末２００に対してSRSリソー
スを割り当て直すことができる。これにより、複数の端末２００に割り当てられるSRSリ
ソース間の衝突を防ぐことができる。
【００７８】
　また、上述の通り、端末２００がＤＣＩを誤検出した場合には、誤ったSRSリソースで
Ａ－ＳＲＳが送信される可能性がある。しかしながら、有効期間内の最後のサブフレーム
で送信された、A-SRS送信要求を示すトリガ情報を含むＤＣＩが端末２００によって正し
く受信されれば、端末１００が、誤ったSRSリソースでＡ－ＳＲＳを送信することがない
。又は、基地局１００がA-SRS送信要求を示すトリガ情報を含むＤＣＩを有効期間におけ
るできるだけ後のサブフレームで通知することにより、端末２００によるＤＣＩの誤検出
の確率、又は、A-SRSトリガ情報の誤検出によって端末２００が基地局１００から要求さ
れたSRSリソースと異なるSRSリソースでＡ－ＳＲＳを送信してしまう確率を低減できる。
【００７９】
　[実施の形態３]
　実施の形態３では、「SRS送信実行ルール」は、有効期間内で、A-SRS送信要求を示すト
リガ情報を含むＤＣＩを複数検出した場合には、その有効期間に対応する共通SRSサブフ
レームではＡ－ＳＲＳを送信しないことである。実施の形態３の基地局及び端末は、実施
の形態１の基地局１００及び端末２００と基本構成が共通するので、図３，４を援用して
説明する。
【００８０】
　実施の形態３の基地局１００において、設定部１０１は、端末２００ごとに、有効期間
内の１つ又は２つのサブフレームで、A-SRS送信要求を示すトリガ情報を含むＤＣＩを生
成する。このトリガ情報が生成される回数は、ある共通SRSサブフレームにおける複数の
端末２００に対するA-SRS割当状況に応じて制御される。例えば、基地局１００は、ある
端末２００に対してあるSRSリソース（例えばリソースA）を用いたA-SRS送信要求を行っ
た後に、別の優先度の高い端末２００に同じSRSリソース（リソースA）でA-SRSを送信さ
せたい場合に、過去に行ったA-SRS送信要求を取り消すために、同一の有効期間内に再びA
-SRS送信要求を示すA-SRSトリガ情報を送信する。
【００８１】
　実施の形態３の端末２００において、送信制御部２０６は、「SRS送信実行ルール」と
トリガ情報の受信状況とに基づいて、SRS送信を実行するか否かを判断する。実施の形態
３における「SRS送信実行ルール」は、有効期間内で、A-SRS送信要求を示すトリガ情報を
含むＤＣＩを複数検出した場合には、その有効期間に対応する共通SRSサブフレームでは
Ａ－ＳＲＳを送信しないことである。具体的には、送信制御部２０６は、サブフレーム番
号nの共通SRSサブフレームに対応する有効期間において、送信要求を示すトリガ情報を含
むＤＣＩを１つ検出し、それ以降の別のサブフレーム（つまり、その検出タイミングから
サブフレームn-kまでの間）に、送信要求を示すトリガ情報を含む他のＤＣＩを検出した
場合、そのA-SRSトリガ情報を無効と判断すると共に、それ以前に検出したA-SRSトリガ情
報も無効化（つまり、取り消し）する。このとき、送信制御部２０６は、リファレンス信
号生成部２０４へ生成指示の取り消し指示を出力する。
【００８２】
　以上の構成を有する実施の形態３の基地局１００及び端末２００の動作について図７を
用いて説明する。図７Ａ，Ｂでは、基地局１００は、１つの有効期間内において、１つの
サブフレームでA-SRS送信要求を示すトリガ情報を含むＤＣＩを送信し、それ以外のサブ
フレームでは上りデータ割当通知の際にはA-SRS送信要求なしを示すトリガ情報を含むＤ
ＣＩを送信している。
【００８３】
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　図７Ａでは、端末２００は、有効期間内にＤＣＩを誤検出することなく、また、自端末
宛に送信されたＤＣＩを全て正しく受信している。そして、有効期間内の１つのサブフレ
ームで検出された送信要求を示すA-SRSトリガ情報に従ったSRSリソースで、Ａ－ＳＲＳを
送信している。
【００８４】
　一方、図７Ｂでは、基地局１００は、１つの有効期間内の２つのサブフレームで、端末
２００宛のＤＣＩを送信しているが、端末１００は、別のサブフレームでもA-SRS送信要
求を示すトリガ情報を含むＤＣＩを検出（つまり、誤検出）している。そして、端末２０
０は、「SRS送信実行ルール」に従って、１つの有効期間内にA-SRS送信要求を示すトリガ
情報を含むＤＣＩを２つ検出したため、Ａ－ＳＲＳの送信を行わない。
【００８５】
　このような「SRS送信実行ルール」によってSRS送信が制御されることにより、端末２０
０による誤検出に起因したＡ－ＳＲＳ誤送信の確率を低減できる。ここで、ある有効期間
内に基地局１００がA-SRS送信要求を１度も行わないにも関わらず端末２００がA-SRS送信
要求を示すトリガ情報を含むＤＣＩを誤検出した場合には、端末１００は、誤ってＡ－Ｓ
ＲＳを送信してしまう。しかしながら、１つの有効期間内に基地局１００がA-SRS送信要
求を１度でも行う場合には、端末１００による誤検出に起因したＡ－ＳＲＳの誤送信を防
ぐことができる。また、２つ目のA-SRS送信要求を示すＤＣＩの誤検出によるデータの誤
送信も防ぐことができる。
【００８６】
　また、このような「SRS送信実行ルール」によってSRS送信が制御されることにより、基
地局１００は、ある端末２００に対して過去に通知したA-SRS送信要求を、送信要求を故
意に複数送信することで、取り消しすることができる。これにより、優先度の高い他の端
末２００に対して、空いたリソースを割り当てることができる。このため、優先度に応じ
た端末２００へのA-SRSリソース割当が可能であり、優先度の高い端末２００に対してA-S
RS受信品質情報の取得の遅延量を低減できる。結果として、優先度の高い端末２００への
データ伝送の遅延を低減できる。
【００８７】
　なお、端末２００は、１つの有効期間において、A-SRS送信要求を含むＤＣＩを検出し
た後に、A-SRS送信要求を含む他のＤＣＩを検出した場合、その他のＤＣＩによるデータ
割当を有効なものとして扱い、その他のＤＣＩに含まれるトリガ情報のみを無効として扱
っても良いし、データ割当もトリガ情報も両方とも無効として扱っても良い。前者の場合
には、基地局１００がある端末２００に対して過去に通知したA-SRS送信要求を取り消し
する際に、新たにデータ割当を行いながら、A-SRS送信要求だけを取り消すことができる
。一方、後者の場合には、データ割当を伴わずA-SRS送信要求の取り消しだけを行うこと
ができるので、新たに割り当てるデータがない場合などに、端末２００が無駄なデータを
送信することがなくなるため、効果的である。また、両者を、基地局１００から端末２０
０へ送信される追加の制御情報によって、切り替えても良い。
【００８８】
　[実施の形態４]
　実施の形態４では、「SRS送信実行ルール」は、有効期間内で、A-SRS送信要求を示すト
リガ情報を含む最初のＤＣＩを検出した後に、A-SRS送信要求なしを示すトリガ情報を含
むＤＣＩを１つでも検出した場合、又は、その最初のＤＣＩが指示するSRSリソースと異
なるSRSリソースを指示するＤＣＩを検出した場合には、Ａ－ＳＲＳを送信しないことで
ある。実施の形態４では、基地局は、有効期間内において、A-SRS送信要求を示すトリガ
情報を含む最初のＤＣＩを送信した後、その最初のＤＣＩと同じＤＣＩ　ｆｏｒｍａｔの
他のＤＣＩによってデータ割当通知を行う場合には、当該他のＤＣＩには、最初のＤＣＩ
内のトリガ情報で指示したSRSリソースと同じSRSリソースを指示するトリガ情報を含める
。すなわち、基地局１００が同じSRSリソースを指示するトリガ情報を含むＤＣＩを１つ
の有効期間において繰り返し送信することが前提とされている。実施の形態４の基地局及
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び端末は、実施の形態１の基地局１００及び端末２００と基本構成が共通するので、図３
，４を援用して説明する。
【００８９】
　実施の形態４の基地局１００において、設定部１０１は、有効期間内の１つのサブフレ
ームで、端末２００に対してA-SRS送信要求を示すトリガ情報を含む第１のＤＣＩを生成
した場合、「所定の条件」を満たすときには、その有効期間内においてその後に送信され
る他のＤＣＩにもA-SRS送信要求を示すトリガ情報を含める。「所定の条件」とは、他の
ＤＣＩのＤＣＩ　ｆｏｒｍａｔが、第１のＤＣＩと同一であることである。そして、他の
ＤＣＩに含められるトリガ情報が示すSRSリソースも、第１のＤＣＩに含められたトリガ
情報が示すSRSリソースと一致させる。すなわち、実施の形態４の基地局１００は、基本
的には、「所定の条件」を満たす限り、１つの有効期間内において、A-SRS送信要求を示
すトリガ情報を含むＤＣＩを繰り返し送信することになる。
【００９０】
　実施の形態４の端末２００において、送信制御部２０６は、「SRS送信実行ルール」と
トリガ情報の受信状況とに基づいて、SRS送信を実行するか否かを判断する。実施の形態
４における「SRS送信実行ルール」は、有効期間内で、A-SRS送信要求を示すトリガ情報を
含むＤＣＩを検出した後に、A-SRS送信要求なしを示すトリガ情報を含むＤＣＩを一度で
も検出した場合、又は、その最初のＤＣＩが指示するSRSリソースと異なるSRSリソースを
指示するＤＣＩを検出した場合に、その有効期間に対応する共通SRSサブフレームではＡ
－ＳＲＳを送信しないことである。具体的には、送信制御部２０６は、サブフレーム番号
nの共通SRSサブフレームに対する有効期間において、送信要求を示すトリガ情報を含むＤ
ＣＩを一度検出した後に、それ以降の別のサブフレーム（つまり、その検出タイミングか
らサブフレームn-kまでの間）に、A-SRS送信要求なしを示すトリガ情報を含むＤＣＩを一
度でも検出した場合には、Ａ－ＳＲＳの送信なしと判断する。また、その最初のＤＣＩが
指示するSRSリソースと異なるSRSリソースのA-SRS送信要求を示すトリガ情報を含むＤＣ
Ｉを検出した場合もＡ－ＳＲＳの送信なしと判断する。そして、このとき、送信制御部２
０６は、リファレンス信号生成部２０４へ生成指示の取り消し指示を出力する。
【００９１】
　以上の構成を有する実施の形態４の基地局１００及び端末２００の動作について図８を
用いて説明する。
【００９２】
　図８Ａでは、基地局１００は、１つの有効期間内において、１つのサブフレームでA-SR
S送信要求ありを示すトリガ情報を含むＤＣＩを送信し、それ以降のサブフレームでもA-S
RS送信要求ありを示すトリガ情報を含むＤＣＩを繰り返し送信している。また、図８Ａで
は、端末２００は、全てのＤＣＩを正しく検出している。そして、端末２００は、「SRS
送信実行ルール」に従えば、このＤＣＩの検出状況の下ではＡ－ＳＲＳを送信する。
【００９３】
　一方、図８Ｂには、ある有効期間内に、基地局１００が端末２００に対してA-SRS送信
要求を行わないケースが示されている。図８Ｂでは、基地局１００は、有効期間内の２つ
のサブフレームでA-SRS送信要求なしを示すトリガ情報を含むＤＣＩを端末２００へ送信
している。一方、端末２００では、A-SRS送信要求ありを示すトリガ情報を含むＤＣＩを
誤検出した後、実際に基地局１００から送信された２つのＤＣＩを検出している。端末２
００は、「SRS送信実行ルール」に従えば、このＤＣＩの検出状況の下ではＡ－ＳＲＳを
送信しない。
【００９４】
　また、図示せぬ動作として、図８Ａにおいて、基地局１００が送信した３つ目のＤＣＩ
を端末２００が誤検出してリソースＢのA-SRS送信要求を示すA-SRSトリガ情報を含むＤＣ
Ｉと判断した場合には、端末２００は、それ以前に検出したA-SRSトリガ情報が示すリソ
ースとは異なるリソースであるため、A-SRS送信を行わない。
【００９５】
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　このような基地局１００によるＤＣＩの送信ルール及び端末２００の「SRS送信実行ル
ール」によってSRS送信が制御されることにより、端末２００がA-SRS送信要求ありを示す
トリガ情報を含むＤＣＩを誤検出しても、その後に受信するＤＣＩに含まれるトリガ情報
によって誤検出を判断できる。これにより、端末２００によるＤＣＩの誤検出の確率、又
は、A-SRSトリガ情報の誤検出によって端末２００が基地局１００から要求されたSRSリソ
ースと異なるSRSリソースでＡ－ＳＲＳを送信してしまう確率を低減できる。
【００９６】
　また、基地局１００が上記「所定の条件」を満たす限り、１つの有効期間内において、
A-SRS送信要求を示すトリガ情報を含むＤＣＩを繰り返し送信することにより、端末２０
０が-SRS送信要求ありを示すトリガ情報を含むＤＣＩを検出ミスした場合でも、正しくＡ
－ＳＲＳが送信される。この結果、基地局１００は、適切なチャネル品質を測定すること
ができる。
【００９７】
　また、このような「SRS送信実行ルール」によってSRS送信が制御されることにより、基
地局１００は、ある端末２００に対して過去に通知したA-SRS送信要求を取り消しするこ
とができる。例えば、基地局１００は、第１の端末２００に対してあるSRSリソース（例
えば、リソースA）を用いたA-SRS送信の要求を行った後に、別の優先度の高い第２の端末
２００に同じSRSリソース（リソースA）でA-SRS送信させたい場合に、第１の端末２００
に対して過去に送信したA-SRS送信要求を取り消すために、その過去のA-SRS送信要求の際
に用いたＤＣＩ　ｆｏｒｍａｔと同一のｆｏｒｍａｔであり且つA-SRS送信要求なしを示
すトリガ情報を含む割当制御情報を端末２００へ送信する。この場合、「SRS送信実行ル
ール」に従えば、第１の端末２００は、Ａ－ＳＲＳを送信しない。これにより、優先度の
高い他の端末２００に対して、空いたリソースを割り当てることができる。このため、優
先度に応じた端末２００へのA-SRSリソース割当が可能であり、優先度の高い端末２００
に対してA-SRS受信品質情報の取得の遅延量を低減できる。結果として、優先度の高い端
末２００へのデータ伝送の遅延を低減できる。
【００９８】
　また、このような「SRS送信実行ルール」によってSRS送信が制御されることにより、端
末が有効期間内で、A-SRS送信要求を示すトリガ情報を含むＤＣＩを検出した後に、その
最初のＤＣＩが指示するSRSリソースと異なるSRSリソースを指示するＤＣＩを検出すると
A-SRSを送信しないよう制御される。このため、端末が有効期間内に基地局が実際に指示
したものと異なるリソースのA-SRSトリガ情報を示すＤＣＩを誤検出することにより、誤
ったリソースでA-SRSを送信し、他の端末または他のセルへの不要な干渉を与える確率を
低減できる。
【００９９】
　なお、本実施の形態における２つの「SRS送信実行ルール」のうちいずれかのみを用い
てもよい。例えば、有効期間内で、A-SRS送信要求を示すトリガ情報を含む最初のＤＣＩ
を検出した後に、A-SRS送信要求なしを示すトリガ情報を含むＤＣＩを１つでも検出する
とA-SRSを送信しないという「SRS送信実行ルール」のみを用いてもよいし、或いは、端末
が有効期間内で、A-SRS送信要求を示すトリガ情報を含むＤＣＩを検出した後に、その最
初のＤＣＩが指示するSRSリソースと異なるSRSリソースを指示するＤＣＩを検出するとA-
SRSを送信しないという「SRS送信実行ルール」のみを用いてもよい。ここで、異なるSRS
リソースを指示するDCIとはSRSリソースの異なるA-SRS configurationを指示するトリガ
情報を含むDCIである。
【０１００】
　[実施の形態５]
　実施の形態５では、「SRS送信実行ルール」は、実施の形態４と同様に、有効期間内で
、A-SRS送信要求を示すトリガ情報を含む最初のＤＣＩを検出した後に、A-SRS送信要求な
しを示すトリガ情報を含む他のＤＣＩを１つでも検出した場合には、Ａ－ＳＲＳを送信し
ないことである。但し、実施の形態４と異なり、実施の形態５における「SRS送信実行ル
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ール」には、その最初のＤＣＩが指示するSRSリソースと異なるSRSリソースを指示する他
のＤＣＩを検出した場合であっても、当該他のＤＣＩのＤＣＩ　ｆｏｒｍａｔがその最初
のＤＣＩのＤＣＩ　ｆｏｒｍａｔと異なる場合には、当該他のＤＣＩに含まれるトリガ情
報に従ってＡ－ＳＲＳを送信することも含まれる。実施の形態５でも、実施の形態４と同
様に、基地局は、有効期間内において、A-SRS送信要求を示すトリガ情報を含む最初のＤ
ＣＩを送信した後、その最初のＤＣＩと同じＤＣＩ　ｆｏｒｍａｔの他のＤＣＩによって
データ割当通知を行う場合には、当該他のＤＣＩには、最初のＤＣＩ内のトリガ情報で指
示したSRSリソースと同じSRSリソースを指示するトリガ情報を含める。すなわち、基地局
１００が同じSRSリソースを指示するトリガ情報を含むＤＣＩを１つの有効期間において
繰り返し送信することが前提とされている。実施の形態５の基地局及び端末は、実施の形
態１の基地局１００及び端末２００と基本構成が共通するので、図３，４を援用して説明
する。
【０１０１】
　実施の形態５の基地局１００において、設定部１０１は、有効期間内の１つのサブフレ
ームで、端末２００に対してA-SRS送信要求を示すトリガ情報を含む第１のＤＣＩを生成
した場合、「所定の条件」を満たすときには、その有効期間内においてその後に送信され
る他のＤＣＩにもA-SRS送信要求を示すトリガ情報を含める。「所定の条件」とは、他の
ＤＣＩのＤＣＩ　ｆｏｒｍａｔが、第１のＤＣＩと同一であることである。そして、他の
ＤＣＩに含められるトリガ情報が示すSRSリソースも、第１のＤＣＩに含められたトリガ
情報が示すSRSリソースと一致させる。すなわち、実施の形態４の基地局１００は、基本
的には、「所定の条件」を満たす限り、１つの有効期間内において、A-SRS送信要求を示
すトリガ情報を含むＤＣＩを繰り返し送信することになる。
【０１０２】
　ただし、設定部１０１は、各端末２００へのA-SRS割当状況に応じて、各端末２００に
対して過去に送信要求したA-SRSリソースの割当をやり直す場合などには、割当制御情報
のＤＣＩ　ｆｏｒｍａｔを変えて、A-SRS送信要求を示すトリガ情報をその割当制御情報
に含める。
【０１０３】
　実施の形態５の端末２００において、送信制御部２０６は、「SRS送信実行ルール」と
トリガ情報の受信状況とに基づいて、SRS送信を実行するか否かを判断する。実施の形態
５における「SRS送信実行ルール」は、有効期間内で、A-SRS送信要求を示すトリガ情報を
含むＤＣＩを検出した後に、A-SRS送信要求なしを示すトリガ情報を含むＤＣＩを一度で
も検出すると、その有効期間に対応する共通SRSサブフレームではＡ－ＳＲＳを送信しな
いことである。具体的には、送信制御部２０６は、サブフレーム番号nの共通SRSサブフレ
ームに対する有効期間において、送信要求を示すトリガ情報を含むＤＣＩを一度検出した
後に、それ以降の別のサブフレーム（つまり、その検出タイミングからサブフレームn-k
までの間）に、A-SRS送信要求なしを示すトリガ情報を含むＤＣＩを一度でも検出した場
合には、Ａ－ＳＲＳの送信なしと判断する。そして、このとき、送信制御部２０６は、リ
ファレンス信号生成部２０４へ生成指示の取り消し指示を出力する。
【０１０４】
　また、実施の形態５における「SRS送信実行ルール」には、A-SRS送信要求を示すトリガ
情報を含む最初のＤＣＩが指示するSRSリソースと異なるSRSリソースを指示する他のＤＣ
Ｉを検出した場合であっても、当該他のＤＣＩのＤＣＩ　ｆｏｒｍａｔがその最初のＤＣ
ＩのＤＣＩ　ｆｏｒｍａｔと異なる場合には、当該他のＤＣＩに含まれるトリガ情報に従
ってＡ－ＳＲＳを送信することも含まれる。具体的には、送信制御部２０６は、当該他の
ＤＣＩに含まれるトリガ情報によって指示されたSRSリソースに関する情報によって、当
該他のＤＣＩの直前に検出したＤＣＩに含まれるトリガ情報によって指示されたSRSリソ
ースに関する情報を上書きする。そして、このとき、送信制御部２０６は、リファレンス
信号生成部２０４へ生成指示を出力すると共に、上記上書きしたSRSリソースに関する情
報を送信信号形成部２０７へ出力する。
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【０１０５】
　以上の構成を有する実施の形態５の基地局１００及び端末２００の動作について図９を
用いて説明する。図９において、基地局１００は、１つの有効期間内において、１つのサ
ブフレームでA-SRS送信要求ありを示すトリガ情報を含むＤＣＩを送信し、それ以降のサ
ブフレームでもA-SRS送信要求ありを示すトリガ情報を含むＤＣＩを繰り返し送信してい
る。ここでは、ＤＣＩ　ｆｏｒｍａｔ　４（ＭＩＭＯ送信向け割当情報）により複数アン
テナ向けのA-SRS送信要求を行っている。さらに、リソースＡでの複数アンテナのA-SRS送
信要求をしている。
【０１０６】
　また、図９では、基地局１００は、ＤＣＩ　ｆｏｒｍａｔ　４の割当制御情報にA-SRS
送信要求を示すトリガ情報を含めたＤＣＩを繰り返し送信した後に、ＤＣＩ　ｆｏｒｍａ
ｔ　０の割当制御情報にA-SRS送信要求を示すトリガ情報を含めたＤＣＩを送信している
。これは、端末２００の伝搬路状況の変化（例えば、伝搬路品質が劣化し複数アンテナを
用いた空間多重伝送ではデータ伝送が困難になった場合等）により、過去に要求したSRS
リソースとは異なるリソース（例えば、リソースＢでの1アンテナ送信）で、Ａ－ＳＲＳ
を端末２００に送信させるためである。
【０１０７】
　一方、端末２００は、ＤＣＩ　ｆｏｒｍａｔ　４によるA-SRS送信要求を検出した後に
ＤＣＩ　ｆｏｒｍａｔ　０によるA-SRS送信要求を検出している。端末２００は、「SRS送
信実行ルール」に従えば、このＤＣＩの検出状況の下では、より後のサブフレームで検出
したＤＣＩのA-SRSトリガ情報（つまり、ＤＣＩ　ｆｏｒｍａｔ　０のトリガ情報）に従
ってＡ－ＳＲＳを送信する。
【０１０８】
　このような基地局１００によるＤＣＩの送信ルール及び端末２００による「SRS送信実
行ルール」に従えば、基地局１００は、有効期間内でＤＣＩ　ｆｏｒｍａｔの異なる複数
のトリガ情報を送信することにより、SRSリソースを変更することができる。このため、
各端末２００の伝搬路状況の変化に対応したSRSリソースでＡ－ＳＲＳを送信させること
ができる。また、複数の端末２００に割り当てられるSRSリソース間の衝突を防ぐことが
できる。
【０１０９】
　また、実施の形態４と同様に、基地局１００が上記「所定の条件」を満たす限り、１つ
の有効期間内において、A-SRS送信要求を示すトリガ情報を含むＤＣＩを繰り返し送信す
ることにより、端末２００がA-SRS送信要求ありを示すトリガ情報を含むＤＣＩを検出ミ
スした場合でも、正しくＡ－ＳＲＳが送信される。この結果、基地局１００は、適切なチ
ャネル品質を測定することができる。
【０１１０】
　また、実施の形態４と同様に、このような「SRS送信実行ルール」によってSRS送信が制
御されることにより、基地局１００は、ある端末２００に対して過去に通知したA-SRS送
信要求を取り消しすることができる。
【０１１１】
　なお、以上の説明では、実施の形態４と同様に、基地局１００は、基本的には、「所定
の条件」を満たす限り、１つの有効期間内において、A-SRS送信要求を示すトリガ情報を
含むＤＣＩを繰り返し送信することを前提に説明を行った。これに対して、実施の形態３
と同様に、有効期間内の１つのサブフレームで、端末２００に対してA-SRS送信要求を示
すトリガ情報を含む第１のＤＣＩを生成した場合、その有効期間内においてその後に送信
され且つ第１のＤＣＩと同じＤＣＩ　ｆｏｒｍａｔの他のＤＣＩにはA-SRS送信要求を示
すトリガ情報を含めないとしても良い。この場合、端末２００は、第１のＤＣＩと同じＤ
ＣＩ　ｆｏｒｍａｔのA-SRS送信要求ありを示すトリガ情報を含む他のＤＣＩを検出した
際には、Ａ－ＳＲＳの送信を行わない。ただし、さらにその後に、第１のＤＣＩと異なる
ＤＣＩ　ｆｏｒｍａｔのA-SRS送信要求ありを示すトリガ情報を含むＤＣＩを検出した場
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合には、そのＤＣＩ　ｆｏｒｍａｔの異なるＤＣＩに含まれるA-SRSトリガ情報に従ったS
RSリソースでＡ－ＳＲＳを送信する。
【０１１２】
　また、SRSリソースの変更は、ＤＣＩ　ｆｏｒｍａｔ　０以外のA-SRS送信要求ありを示
すトリガ情報を含むＤＣＩの後に、ＤＣＩ　ｆｏｒｍａｔ　０のA-SRS送信要求ありを示
すトリガ情報を含むＤＣＩが検出された場合にのみ行われるようにしても良い。すなわち
、基地局１００による過去のA-SRS送信要求に対応するSRSリソース（アンテナ数も含む）
の上書きは、１アンテナ向けのA-SRS送信要求でのみ可能にしても良い。ここで、１アン
テナ向けのA-SRS送信要求またはＤＣＩ　ｆｏｒｍａｔ　０によるA-SRS送信要求は、送信
モードとしてマルチアンテナ送信が用いられている端末２００のモードを１アンテナ送信
にＦａｌｌ　Ｂａｃｋさせる際に行われる。このA-SRS送信要求は、特に、端末２００の
伝搬路状態が悪化した場合などに行われる。伝搬路状況が悪化した端末２００は１アンテ
ナ送信でしか通信できないため、早急に１アンテナ向けのA-SRS送信を端末２００にさせ
る必要がある。また、逆に、ＤＣＩ　ｆｏｒｍａｔ　０のA-SRS送信要求ありを示すトリ
ガ情報を含むＤＣＩの後に、ＤＣＩ　ｆｏｒｍａｔ　０以外のA-SRS送信要求ありを示す
トリガ情報を含むＤＣＩが検出された場合には、SRSリソース変更を認めないこととする
ことにより、端末２００がＤＣＩ　ｆｏｒｍａｔ　０以外のＤＣＩを誤検出した場合に誤
送信する確率を低減できる。
【０１１３】
　[他の実施の形態]
　（１）上記各実施の形態において、SRSリソースを規定するパラメータには、cyclic sh
ift、comb、RB数(または帯域幅)、RB位置（または周波数上のSRS帯域開始位置）、周波数
ホッピングパタン、アンテナ数などが含まれる。
【０１１４】
　（２）上記各実施の形態において、通信システムにCarrier aggregationが適用される
場合には、SRSリソースを規定するパラメータに、Component Carrierに関する情報が含ま
れても良い。Component Carrierは、Cellと呼ばれる。また、端末毎に、ＣＣセットが設
定され、ＣＣセットには、１つのPrimary Cell(PCell)と、１つ又は複数のSecondary Cel
l(SCell)が含まれる。この場合、A-SRS送信ルール設定情報において、ＤＣＩ　ｆｏｒｍ
ａｔ　０には、PCellのA-SRS送信を対応づける一方、ＤＣＩ　ｆｏｒｍａｔ　１Ａには、
SCellのA-SRSトリガ送信を対応付けても良い。
【０１１５】
　（３）上記各実施の形態において、SRS resource configurationの基本構成パラメータ
として、帯域開始位置、帯域幅、Cyclic shift、Comb番号としたが、これに限定されるも
のではなく、これら以外のパラメータを、SRSリソースの基本構成パラメータに含めても
良い。
【０１１６】
　（４）上記各実施の形態において、同一のサブフレームで複数のＤＣＩ　ｆｏｒｍａｔ
で同時にA-SRS送信要求を示すトリガ情報を含むＤＣＩを端末２００が受信した場合には
、それらのＤＣＩを無効であるものとして扱っても良い。これにより、端末２００が誤っ
てＡ－ＳＲＳを送信することを防止できる。
【０１１７】
　（５）上記各実施の形態において、基地局１００が、端末２００ごとに、ＤＣＩにSRS
トリガ情報を入れるかどうかを設定し、設定結果を各端末２００にRRCシグナリングによ
って通知しても良い。A-SRSを使用しないような端末２００（例えば音声通信のみ）又はA
-SRSを使用しないようなアプリケーションを用いている状況の端末２００に対して送信す
るＤＣＩのビット数を低減できるため、オーバーヘッドを低減することができる。また、
基地局１００が、SRSトリガ情報のビット数を設定し、設定結果を端末２００にRRCシグナ
リングによって通知するようにしても良い。
【０１１８】
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　（６）上記各実施の形態では、端末２００がA-SRSを共通SRSサブフレームで送信するよ
うにしたが、これに限定されるものではなく、A-SRSを個別SRSサブフレームで送信するよ
うにしても良い。すなわち、基地局１００が共通SRSサブフレーム群の中から端末個別のS
RSサブフレームをさらに設定し、端末個別SRSサブフレームで端末２００にA-SRS送信を行
わせても良い。この場合、端末個別のSRSサブフレームの周期Np_ueは、共通SRSサブフレ
ームの周期と同じかそれ以上に設定され、同一のSRSサブフレームのA-SRSをトリガする有
効期間の長さは、Np_ueとなる。
【０１１９】
　（７）上記したＬＴＥは、3GPP Release 8と呼ばれることもあり、ＬＴＥ－Ａは、3GPP
 Release 10と呼ばれることもある。また、ＬＴＥ－ＡはＬＴＥとの後方互換性(backward
 compatibility)を有する。
【０１２０】
　（８）端末２００に複数のComponent Carrier(または、Cellと呼ばれることもある)の
使用が設定される場合には、１つの有効期間内で、A-SRSトリガ情報を第１のＣＣで受信
した後に、A-SRS送信要求ありのA-SRSトリガ情報を含む他のＤＣＩを同じ第１のＣＣで検
出されたときにのみ、上記各実施の形態の技術を適用し、A-SRS送信要求ありのA-SRSトリ
ガ情報を含む他のＤＣＩを第１のＣＣと異なる第２のＣＣで検出されたときには、当該他
のＤＣＩに含まれるトリガ情報に従って、第２のＣＣでＡ－ＳＲＳが送信されても良い。
【０１２１】
　（９）Component Carrierは、物理セルIDとキャリア周波数とにより定義されるもので
、セルと呼ばれることもある。
【０１２２】
　（１０）上記のSRSリソースのパラメータの他にSRSの送信電力に関する情報もＤＣＩ　
ｆｏｒｍａｔごとに対応関係を設定するようにしてもよい。例えば、セル間で協調して干
渉制御を行っているシステムにおいて、他セルに与える干渉を少なくしたいサブフレーム
では、低い送信電力設定が対応づけられたＤＣＩ　ｆｏｒｍａｔによりA-SRSをトリガし
、他セルに与える干渉が多くてもよいサブフレームでは、低い送信電力設定が対応づけら
れたＤＣＩ　ｆｏｒｍａｔによりA-SRSをトリガする。これにより、制御情報を増やすこ
となくＡ－ＳＲＳの送信電力を柔軟に設定できる。
【０１２３】
　（１１）端末２００から送信されるSRSは、基地局１００による伝搬路状態の推定、上
り回線のMCS設定、周波数スケジューリング、各アンテナのウェイト（指向性）制御に用
いられる以外に、下り回線のアンテナのウェイト（またはプリコーディング）制御などに
用いられてもよい。この場合、異なるＤＣＩ　ｆｏｒｍａｔに対して、上り回線のMCS設
定、周波数スケジューリング、及びアンテナウェイト制御のためのSRSリソースと、下り
回線のアンテナウェイト制御向けのSRSリソースとを設定することにより、通知ビットを
増やさずにそれぞれの用途に応じたA-SRSをトリガするとこができる。
【０１２４】
　（１２）上記各実施の形態ではアンテナとして説明したが、本発明はアンテナポート（
antenna port）でも同様に適用できる。
【０１２５】
　アンテナポートとは、１本又は複数の物理アンテナから構成される、論理的なアンテナ
を指す。すなわち、アンテナポートは必ずしも１本の物理アンテナを指すとは限らず、複
数のアンテナから構成されるアレイアンテナ等を指すことがある。
【０１２６】
　例えば3GPP LTEにおいては、アンテナポートが何本の物理アンテナから構成されるかは
規定されず、基地局が異なる参照信号（Reference signal）を送信できる最小単位として
規定されている。
【０１２７】
　また、アンテナポートはプリコーディングベクトル（Precoding vector）の重み付けを
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乗算する最小単位として規定されることもある。
【０１２８】
　（１３）上記各実施の形態においては、上りデータはＰＵＳＣＨ（Physical Uplink Sh
ared Channel）、下りデータはＰＤＳＣＨ(Physical Downlink Shared Channel)で送信さ
れるが、その他のチャネルを介して送信されてもよい。
【０１２９】
　（１４）上記実施の形態における「SRS送信実行ルール」は、セル環境や端末の通信環
境などに応じて、切り替えられてもよい。この場合，複数の「SRS送信実行ルール」のう
ちどれを使うかの情報を、基地局１００がセル内の全端末２００に向けて報知してもよい
し、端末２００ごとに個別に通知(RRCシグナリング)してもよい。
【０１３０】
　（１５）上記各実施の形態では、本発明をハードウェアで構成する場合を例にとって説
明したが、本発明はハードウェアとの連携においてソフトウェアでも実現することも可能
である。
【０１３１】
　また、上記各実施の形態の説明に用いた各機能ブロックは、典型的には集積回路である
ＬＳＩとして実現される。これらは個別に１チップ化されてもよいし、一部または全てを
含むように１チップ化されてもよい。ここでは、ＬＳＩとしたが、集積度の違いにより、
ＩＣ、システムＬＳＩ、スーパーＬＳＩ、ウルトラＬＳＩと呼称されることもある。
【０１３２】
　また、集積回路化の手法はＬＳＩに限るものではなく、専用回路または汎用プロセッサ
で実現してもよい。ＬＳＩ製造後に、プログラムすることが可能なＦＰＧＡ（Field Prog
rammable Gate Array）や、ＬＳＩ内部の回路セルの接続や設定を再構成可能なリコンフ
ィギュラブル・プロセッサーを利用してもよい。
【０１３３】
　さらには、半導体技術の進歩または派生する別技術によりＬＳＩに置き換わる集積回路
化の技術が登場すれば、当然、その技術を用いて機能ブロックの集積化を行ってもよい。
バイオ技術の適用等が可能性としてありえる。
【０１３４】
　２０１０年１１月１６日出願の特願２０１０－２５５８４３の日本出願に含まれる明細
書、図面および要約書の開示内容は、すべて本願に援用される。
【産業上の利用可能性】
【０１３５】
　本発明は、ＳＲＳの送信側と受信側との間でＳＲＳ送信の有無又はＳＲＳリソースの認
識違いが生じる可能性を低減して、システムスループットの劣化を防止することができる
ものとして有用である。
【符号の説明】
【０１３６】
　１００　基地局
　１０１　設定部
　１０２，１０３　符号化・変調部
　１０４　送信処理部
　１０５，２０８　送信ＲＦ部
　１０６，２０１　アンテナ
　１０７，２０２　受信ＲＦ部
　１０８，２０３　受信処理部
　１０９　データ受信部
　１１０　ＳＲＳ受信部
　２００　端末
　２０４　リファレンス信号生成部
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　２０５　データ信号生成部
　２０６　送信制御部
　２０７　送信信号形成部

【図１】

【図２】

【図３】
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