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(57)【要約】
【課題】基地局装置と端末装置が通信する通信システム
において、効率的に通信を行なうことができる基地局装
置および端末装置を提供する。
【解決手段】異なるフレーム構造タイプを持つ２つ以上
のサービングセルを含む複数のサービングセルが設定さ
れ、周期的なチャネル状態情報の報告に関するパラメー
タが設定される上位層処理部と、パラメータにより決定
されるサブフレームの周期とオフセットに基づいて、チ
ャネル状態情報を周期的に報告する送信部とを備え、周
期とオフセットに対するパラメータとのマッピングは、
スケジューリングセルのフレーム構造タイプに基づいて
決定される。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基地局装置と通信する端末装置であって、
　異なるフレーム構造タイプを持つ２つ以上のサービングセルを含む複数のサービングセ
ルが設定され、周期的なチャネル状態情報の報告に関するパラメータが設定される上位層
処理部と、
　前記パラメータにより決定されるサブフレームの周期とオフセットに基づいて、チャネ
ル状態情報を周期的に報告する送信部とを備え、
　前記周期と前記オフセットに対する前記パラメータとのマッピングは、スケジューリン
グセルのフレーム構造タイプに基づいて決定されることを特徴とする端末装置。
【請求項２】
　前記スケジューリングセルのフレーム構造タイプがＦＤＤである場合、前記マッピング
は第１のマッピングであり、
　前記スケジューリングセルのフレーム構造タイプがＴＤＤである場合、前記マッピング
は第２のマッピングであることを特徴とする請求項１に記載の端末装置。
【請求項３】
　端末装置と通信する基地局装置であって、
　異なるフレーム構造タイプを持つ２つ以上のサービングセルを含む複数のサービングセ
ルを設定し、周期的なチャネル状態情報の報告に関するパラメータを設定する上位層処理
部と、
　前記パラメータにより決定されるサブフレームの周期とオフセットに基づいて、周期的
に報告されるチャネル状態情報を受信する受信部とを備え、
　前記周期と前記オフセットに対する前記パラメータとのマッピングは、スケジューリン
グセルのフレーム構造タイプに基づいて決定されることを特徴とする基地局装置。
【請求項４】
　前記スケジューリングセルのフレーム構造タイプがＦＤＤである場合、前記マッピング
は第１のマッピングであり、
　前記スケジューリングセルのフレーム構造タイプがＴＤＤである場合、前記マッピング
は第２のマッピングであることを特徴とする請求項３に記載の基地局装置。
【請求項５】
　基地局装置と通信する端末装置で用いられる通信方法であって、
　異なるフレーム構造タイプを持つ２つ以上のサービングセルを含む複数のサービングセ
ルが設定され、周期的なチャネル状態情報の報告に関するパラメータが設定されるステッ
プと、
　前記パラメータにより決定されるサブフレームの周期とオフセットに基づいて、チャネ
ル状態情報を周期的に報告するステップとを有し、
　前記周期と前記オフセットに対する前記パラメータとのマッピングは、スケジューリン
グセルのフレーム構造タイプに基づいて決定されることを特徴とする通信方法。
【請求項６】
　端末装置と通信する基地局装置で用いられる通信方法であって、
　異なるフレーム構造タイプを持つ２つ以上のサービングセルを含む複数のサービングセ
ルを設定し、周期的なチャネル状態情報の報告に関するパラメータを設定するステップと
、
　前記パラメータにより決定されるサブフレームの周期とオフセットに基づいて、周期的
に報告されるチャネル状態情報を受信するステップとを有し、
　前記周期と前記オフセットに対する前記パラメータとのマッピングは、スケジューリン
グセルのフレーム構造タイプに基づいて決定されることを特徴とする通信方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、端末装置、基地局装置および通信方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　３ＧＰＰ（Ｔｈｉｒｄ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　Ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ　Ｐｒｏｊｅ
ｃｔ）によるＷＣＤＭＡ（登録商標、Ｗｉｄｅｂａｎｄ　Ｃｏｄｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　
Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ）、ＬＴＥ（Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ
）、ＬＴＥ－Ａ（ＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄ）やＩＥＥＥ（Ｔｈｅ　Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ
　ｏｆ　Ｅｌｅｃｔｒｉｃａｌ　ａｎｄ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ　ｅｎｇｉｎｅｅｒｓ
）による無線ＬＡＮ（ＷＬＡＮ：　Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗ
ｏｒｋ）、ＷｉＭＡＸ（Ｗｏｒｌｄｗｉｄｅ　Ｉｎｔｅｒｏｐｅｒａｂｉｌｉｔｙ　ｆｏ
ｒ　Ｍｉｃｒｏｗａｖｅ　Ａｃｃｅｓｓ）のような通信システムに含まれる、基地局装置
（セル、第１の通信装置（端末装置とは異なる通信装置）、ｅＮｏｄｅＢ）および端末装
置（移動端末、移動局装置、第２の通信装置（基地局装置とは異なる通信装置）、ＵＥ（
Ｕｓｅｒ　Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ）、ユーザ装置）は、複数の送受信アンテナをそれぞれ備
え、ＭＩＭＯ（Ｍｕｌｔｉ　Ｉｎｐｕｔ　Ｍｕｌｔｉ　Ｏｕｔｐｕｔ）技術を用いること
により、データ信号を空間多重し、高速なデータ通信を実現する。
【０００３】
　３ＧＰＰでは、双方向の通信方式（複信方式）のフレーム構造タイプとして、周波数分
割複信（ＦＤＤ：　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｄｕｐｌｅｘｉｎｇ）およ
び時分割複信（ＴＤＤ：　Ｔｉｍｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｄｕｐｌｅｘｉｎｇ）が採用さ
れている。また、ＦＤＤにおいて、同時に双方向の通信が可能な全二重（フルデュプレッ
クス）方式と一方向の通信を切り替えて双方向の通信を実現する半二重（ハーフデュプレ
ックス）方式が採用されている（非特許文献１）。なお、ＴＤＤを採用したＬＴＥをＴＤ
－ＬＴＥ，ＬＴＥ　ＴＤＤと呼称する場合もある。
【０００４】
　また、３ＧＰＰにおいて、基地局装置と端末装置とのデータ通信の高速化を実現するた
めに、複数のコンポーネントキャリア（セル）を集約して通信を行なうキャリアアグリゲ
ーション（ＣＡ：　Ｃａｒｒｉｅｒ　Ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎ）が採用されている（非特
許文献２）。これまでのキャリアグリゲーションでは、同じフレーム構造タイプのコンポ
ーネントキャリア（セル）が集約することができた。
【０００５】
　また、３ＧＰＰでは、キャリアアグリゲーションの拡張として、異なるフレーム構造タ
イプのコンポーネントキャリアを集約して通信する方法が検討されている。すなわち、Ｔ
ＤＤをサポートしているコンポーネントキャリア（ＴＤＤキャリア、ＴＤＤセル）とＦＤ
Ｄをサポートしているコンポーネントキャリア（ＦＤＤキャリア、ＦＤＤセル）とを集約
して通信を行なうＴＤＤ－ＦＤＤキャリアアグリゲーション（ＴＤＤ－ＦＤＤ　ＣＡ）が
検討されている（非特許文献３）。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００６】
【非特許文献１】３ｒｄ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　Ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ　Ｐｒｏｊｅ
ｃｔ　Ｔｅｃｈｎｉｃａｌ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎ　Ｇｒｏｕｐ　Ｒａｄｉｏ　Ａ
ｃｃｅｓｓ　Ｎｅｔｗｏｒｋ；　Ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｔｅｒｒｅｓｔ
ｒｉａｌ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ　（Ｅ－ＵＴＲＡ）；　Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｃｈａ
ｎｎｅｌｓ　ａｎｄ　Ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ　（Ｒｅｌｅａｓｅ　１１），　ＴＳ３６．
２１１　ｖ１１．４．０　（２０１３－０９）．
【非特許文献２】３ｒｄ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　Ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ　Ｐｒｏｊｅ
ｃｔ　Ｔｅｃｈｎｉｃａｌ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎ　Ｇｒｏｕｐ　Ｒａｄｉｏ　Ａ
ｃｃｅｓｓ　Ｎｅｔｗｏｒｋ；　Ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｔｅｒｒｅｓｔ
ｒｉａｌ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ　（Ｅ－ＵＴＲＡ）　ａｎｄ　Ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｕ
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ｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｎｅｔｗｏｒ
ｋ　（Ｅ－ＵＴＲＡＮ）；　Ｏｖｅｒａｌｌ　ｄｅｓｃｒｉｐｔｉｏｎ；　Ｓｔａｇｅ　
２　（Ｒｅｌｅａｓｅ　１０），　ＴＳ３６．３００　ｖ１１．７．０　（２０１３－０
９）．
【非特許文献３】“Ｐｏｔｅｎｔｉａｌ　ｓｏｌｕｔｉｏｎｓ　ｏｆ　ＴＤＤ－ＦＤＤ　
ｊｏｉｎｔ　ｏｐｅｒａｔｉｏｎ”，　Ｒ１－１３２８８６，　３ＧＰＰ　ＴＳＧ－ＲＡ
Ｎ　ＷＧ１　Ｍｅｅｔｉｎｇ　＃７４，　Ｂａｒｃｅｌｏｎａ，　Ｓｐａｉｎ，　１９ｔ
ｈ　-　２３ｒｄ　Ａｕｇ　２０１３．
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、ＴＤＤ－ＦＤＤキャリアアグリゲーションにおいて、ＴＤＤセルとＦＤ
Ｄセルとではフレーム構造タイプが異なるため、同じフレーム構造タイプのセルを集約す
る従来のキャリアアグリゲーションの方法を用いることができず、効率的な通信が実現で
きない。
【０００８】
　本発明は、上記問題を鑑みてなされたものであり、ＴＤＤ－ＦＤＤキャリアアグリゲー
ションにおいて、効率的な通信を可能とする端末装置、基地局装置および通信方法を提供
することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　（１）この発明は上述した課題を解決するためになされたもので、本発明の端末装置は
、基地局装置と通信する端末装置であって、異なるフレーム構造タイプを持つ２つ以上の
サービングセルを含む複数のサービングセルが設定され、周期的なチャネル状態情報の報
告に関するパラメータが設定される上位層処理部と、パラメータにより決定されるサブフ
レームの周期とオフセットに基づいて、チャネル状態情報を周期的に報告する送信部とを
備える。任意のサービングセルにおける、周期とオフセットに対するパラメータとのマッ
ピングは、そのサービングセルに対するスケジューリングセルのフレーム構造タイプに基
づいて決定される。
【００１０】
　（２）また、本発明の上記の端末装置であって、スケジューリングセルのフレーム構造
タイプがＦＤＤである場合、マッピングは第１のマッピングであり、スケジューリングセ
ルのフレーム構造タイプがＴＤＤである場合、マッピングは第２のマッピングである。
【００１１】
　（３）また、本発明の基地局装置は、端末装置と通信する基地局装置であって、異なる
フレーム構造タイプを持つ２つ以上のサービングセルを含む複数のサービングセルを設定
し、周期的なチャネル状態情報の報告に関するパラメータを設定する上位層処理部と、パ
ラメータにより決定されるサブフレームの周期とオフセットに基づいて、周期的に報告さ
れるチャネル状態情報を受信する受信部とを備える。任意のサービングセルにおける、周
期とオフセットに対するパラメータとのマッピングは、そのサービングセルに対するスケ
ジューリングセルのフレーム構造タイプに基づいて決定される。
【００１２】
　（４）また、本発明の上記の基地局装置であって、スケジューリングセルのフレーム構
造タイプがＦＤＤである場合、マッピングは第１のマッピングであり、スケジューリング
セルのフレーム構造タイプがＴＤＤである場合、マッピングは第２のマッピングである。
【００１３】
　（５）また、本発明の通信方法は、基地局装置と通信する端末装置で用いられる通信方
法であって、異なるフレーム構造タイプを持つ２つ以上のサービングセルを含む複数のサ
ービングセルが設定され、周期的なチャネル状態情報の報告に関するパラメータが設定さ
れるステップと、パラメータにより決定されるサブフレームの周期とオフセットに基づい
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て、チャネル状態情報を周期的に報告するステップとを有する。周期とオフセットに対す
るパラメータとのマッピングは、スケジューリングセルのフレーム構造タイプに基づいて
決定される。
【００１４】
　（６）また、本発明の通信方法は、端末装置と通信する基地局装置で用いられる通信方
法であって、異なるフレーム構造タイプを持つ２つ以上のサービングセルを含む複数のサ
ービングセルを設定し、周期的なチャネル状態情報の報告に関するパラメータを設定する
ステップと、パラメータにより決定されるサブフレームの周期とオフセットに基づいて、
周期的に報告されるチャネル状態情報を受信するステップとを有する。周期とオフセット
に対するパラメータとのマッピングは、スケジューリングセルのフレーム構造タイプに基
づいて決定される。
【発明の効果】
【００１５】
　この発明によれば、基地局装置と端末装置が通信する通信システムにおいて、基地局装
置と端末装置は効率的な送信制御および受信制御を行なうことで、通信効率を向上させる
ことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明の第１の実施形態に係る基地局装置１の構成を示す概略ブロック図である
。
【図２】本発明の第１の実施形態に係る端末装置２の構成を示す概略ブロック図である。
【図３】ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ設定におけるサブフレームパターンの構成を示す図である。
【図４】周期的ＣＳＩ報告を行うサブフレームを決定する数式の一例を示す図である。
【図５】ＣＱＩとＰＭＩに関するＰ－ＣＳＩ報告に関する設定に用いられるマッピングの
一例を示す図である。
【図６】ＣＱＩとＰＭＩに関するＰ－ＣＳＩ報告に関する設定に用いられるマッピングの
一例を示す図である。
【図７】ＣＱＩとＰＭＩに関するＰ－ＣＳＩ報告に関する設定に用いられるマッピングの
一例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　（第１の実施形態）
　以下、本発明の第１の実施形態について説明する。本実施形態の通信システムは、複数
のコンポーネントキャリアを集約して通信を行なうキャリアアグリゲーションが適用され
る。セルはコンポーネントキャリアを用いて構成することができるため、キャリアアグリ
ゲーションをセルアグリゲーションと呼称する場合もある。つまり、本実施形態の通信シ
ステムは、複数のセルを集約して通信を行なうことができる。また、本実施形態の通信シ
ステムにおけるセルアグリゲーションは、複数のセルのうち、ＴＤＤ方式が適用されるセ
ル（ＴＤＤセル）とＦＤＤ方式が適用されるセル（ＦＤＤセル）を集約して通信を行なう
。すなわち、本実施形態の通信システムは、異なるフレーム構造タイプ（Ｆｒａｍｅ　Ｓ
ｔｒｕｃｔｕｒｅ　Ｔｙｐｅ）が設定された複数のセルにおけるセルアグリゲーションが
適用される。なお、フレーム構造タイプは、デュプレックスモード（Ｄｕｐｌｅｘ　ｍｏ
ｄｅ）と呼称される場合がある。ＬＴＥおよびＬＴＥ－Ａにおいて、フレーム構造タイプ
１はＦＤＤ、フレーム構成タイプ２はＴＤＤと定義されている。
【００１８】
　セルアグリゲーションは、１つのプライマリーセルと１つ以上のセカンダリーセルを集
約して通信を行なうことである。プライマリーセルおよびセカンダリーセルは、上りリン
クコンポーネントキャリアおよび下りリンクコンポーネントキャリアで構成できる。なお
、セカンダリーセルは、下りリンクコンポーネントキャリアのみで構成できる。
【００１９】
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　設定された複数のサービングセル（複数のセル）は、１つのプライマリーセルと１つま
たは複数のセカンダリーセルとを含む。プライマリーセルは、初期コネクション確立（ｉ
ｎｉｔｉａｌ　ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　ｅｓｔａｂｌｉｓｈｍｅｎｔ）プロシージャが行
なわれたサービングセル、コネクション再確立（ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　ｒｅ－ｅｓｔａ
ｂｌｉｓｈｍｅｎｔ）プロシージャを開始したサービングセル、または、ハンドオーバプ
ロシージャにおいてプライマリーセルと指示されたセルである。ＲＲＣコネクションが確
立された時点、または、後に、セカンダリーセルが設定されてもよい。なお、１つの基地
局装置１によって複数のサービングセルが構成されてもよいし、複数の基地局装置１によ
って複数のサービングセルが構成されてもよい。
【００２０】
　また、上りリンクおよび下りリンクの周波数帯（ＵＬ／ＤＬ　ｏｐｅｒａｔｉｎｇ　ｂ
ａｎｄ）とデュプレックスモード（ＴＤＤ、ＦＤＤ）が１つのインデックスに対応付けら
れている。また、１つのテーブルで上りリンクおよび下りリンクの周波数帯（オペレーテ
ィングバンド）とデュプレックスモードが管理されている。このインデックスをＥ－ＵＴ
ＲＡオペレーティングバンド（Ｅ－ＵＴＲＡ　Ｏｐｅｒａｔｉｎｇ　Ｂａｎｄ）やＥ－Ｕ
ＴＲＡバンド（Ｅ－ＵＴＲＡ　Ｂａｎｄ）、バンドと呼称する場合もある。例えば、イン
デックス１はバンド１、インデックス２はバンド２、インデックスｎはバンドｎと呼称さ
れる場合もある。例えば、バンド１は、上りリンクのオペレーティングバンドが１９２０
ＭＨｚ～１９８０ＭＨｚで、下りリンクのオペレーティングバンドが２１１０ＭＨｚ～２
１７０ＭＨｚで、デュプレックスモードがＦＤＤである。また、バンド３３は、上りリン
クおよび下りリンクのオペレーティングバンドが１９００ＭＨｚ～１９２０ＭＨｚで、デ
ュプレックスモードがＴＤＤである。
【００２１】
　また、キャリアアグリゲーションが可能なバンドの組み合わせ（Ｅ－ＵＴＲＡ　ＣＡ　
Ｂａｎｄ）が設定されてもよい。例えば、バンド１とバンド５内のコンポーネントキャリ
アによるキャリアアグリゲーションは可能であることが示されてもよい。すなわち、異な
るバンドのコンポーネントキャリアによるキャリアアグリゲーションの可否が示されても
よい。
【００２２】
　端末装置２がサポートしているバンドおよびキャリアアグリゲーションが可能なバンド
の組み合わせは、端末装置２の機能情報（ＵＥ　ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ，　ＵＥ－ＥＵＴ
ＲＡ－Ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ）に設定され、基地局装置１は、端末装置２から機能情報が
送信されることによって、その端末装置２が有している機能を把握することができる。
【００２３】
　設定された複数のセルの一部に対して、本発明が適用されてもよい。端末装置２に設定
されるセルを、サービングセルと呼称する場合もある。
【００２４】
　ＴＤＤは、上りリンク信号と下りリンク信号を時分割多重することによって、単一の周
波数帯域（キャリア周波数、コンポーネントキャリア）において下りリンクと上りリンク
の通信を可能にする技術である。ＬＴＥでは、予め設定することで、サブフレーム単位で
下りリンクと上りリンクを切り替えることができる。なお、ＴＤＤでは、下りリンク送信
が可能なサブフレーム（下りリンクサブフレーム、下りリンク送信に対して予約されたサ
ブフレーム）と上りリンク送信が可能なサブフレーム（上りリンクサブフレーム、上りリ
ンク送信に対して予約されたサブフレーム）、さらに、ガード期間（ＧＰ：　Ｇｕａｒｄ
　Ｐｅｒｉｏｄ）を設けることにより、下りリンク送信と上りリンク送信を時間領域（シ
ンボル領域）で切り替え可能なサブフレーム（スペシャルサブフレーム）が定義されてい
る。なお、スペシャルサブフレームにおいて、下りリンク送信が可能な時間領域（時間領
域に対応するシンボル）を下りリンクパイロットタイムスロット（ＤｗＰＴＳ：　Ｄｏｗ
ｎｌｉｎｋ　Ｐｉｌｏｔ　Ｔｉｍｅ　Ｓｌｏｔ）と呼称し、上りリンク送信が可能な時間
領域（時間領域に対応するシンボル）を上りリンクパイロットタイムスロット（ＵｐＰＴ
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Ｓ：　Ｕｐｌｉｎｋ　Ｐｉｌｏｔ　Ｔｉｍｅ　Ｓｌｏｔ）と呼称する。例えば、端末装置
２は、サブフレームｉが下りリンクサブフレームである場合、基地局装置１から送信され
た下りリンク信号を受信することができ、サブフレームｉとは異なるサブフレームｊが上
りリンクサブフレームである場合、端末装置２から基地局装置１へ上りリンク信号を送信
することができる。また、サブフレームｉやサブフレームｊとは異なるサブフレームｋが
スペシャルサブフレームである場合、下りリンクの時間領域ＤｗＰＴＳで下りリンク信号
を受信することができ、上りリンクの時間領域ＵｐＰＴＳで上りリンク信号を送信するこ
とができる。
【００２５】
　また、ＬＴＥ、ＬＴＥ－ＡにおいてＴＤＤ方式で通信を行なうために、特定の情報要素
（ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ設定（ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ　ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ（ｓ），
　ＴＤＤ　ｕｐｌｉｎｋ－ｄｏｗｎｌｉｎｋ　ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ（ｓ））、Ｔ
ＤＤ設定（ＴＤＤ　ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ（ｓ），　ｔｄｄ－Ｃｏｎｆｉｇ，　Ｔ
ＤＤ　ｃｏｎｆｉｇ）、ＵＬ／ＤＬ（ＵＬ－ＤＬ）設定（ｕｐｌｉｎｋ－ｄｏｗｎｌｉｎ
ｋ　ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ（ｓ）））で通知される。端末装置２は、通知された情
報に基づいて、あるサブフレームを上りリンクサブフレーム、下りリンクサブフレーム、
スペシャルサブフレームの何れかとみなして、送受信処理を行なうことができる。
【００２６】
　また、スペシャルサブフレームの構成（スペシャルサブフレーム内のＤｗＰＴＳとＵｐ
ＰＴＳとＧＰの長さ）は、複数のパターンが定義され、テーブル管理されている。複数の
パターンはそれぞれ値（インデックス）と対応付けられており、その値が通知されること
によって、端末装置は、通知された値に対応付けられたパターンに基づいて、スペシャル
サブフレームの処理を行なう。すなわち、スペシャルサブフレームの構成に関する情報も
基地局装置１から端末装置２へ通知することができる。
【００２７】
　また、上りリンクのトラフィックと下りリンクのトラフィック（情報量、データ量、通
信量）に応じて、上りリンクリソースと下りリンクリソースの比率を変更するトラフィッ
ク適応制御技術をＴＤＤに適用してもよい。例えば、下りリンクサブフレームと上りリン
クサブフレームの比率をダイナミックに変更することができる。あるサブフレームに対し
て、下りリンクサブフレームおよび上りリンクサブフレームを適応的に切り替えることが
できる。このようなサブフレームをフレキシブルサブフレームと呼称する。基地局装置１
は、フレキシブルサブフレームにおいて、条件（状況）に応じて、上りリンク信号の受信
または下りリンク信号の送信を行なうことができる。また、端末装置２は、基地局装置１
によって、フレキシブルサブフレームにおいて上りリンク信号の送信を指示されない限り
、該フレキシブルサブフレームを下りリンクサブフレームとみなして受信処理を行なうこ
とができる。また、このような下りリンクサブフレームと上りリンクサブフレームの比率
や上りリンクと下りリンクのサブフレーム、ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ（再）設定をダイナミッ
クに変更するＴＤＤをダイナミックＴＤＤ（ＤＴＤＤ：　Ｄｙｎａｍｉｃ　ＴＤＤ）ある
いはｅＩＭＴＡ（ｅｎｈａｎｃｅｄ　Ｉｎｔｅｒｆｅｒｅｎｃｅ　Ｍｉｔｉｇａｔｉｏｎ
　ａｎｄ　Ｔｒａｆｆｉｃ　Ａｄａｐｔａｔｉｏｎ）と呼称する場合もある。例えば、Ｌ
１シグナリングでＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ設定情報が送信されてもよい。
【００２８】
　一方、ＦＤＤは、異なる周波数帯域（キャリア周波数、コンポーネントキャリア）にお
いて下りリンクと上りリンクの通信を可能にする技術である。
【００２９】
　その通信システムは、基地局装置１がカバーするエリアをセル状に複数配置するセルラ
ー通信システムが適用されてもよい。また、単一の基地局装置１は複数のセルを管理して
もよい。また、単一の基地局装置１は複数のＲＲＨ（Ｒｅｍｏｔｅ　Ｒａｄｉｏ　Ｈｅａ
ｄ）を管理してもよい。また、単一の基地局装置１は複数のローカルエリアを管理しても
よい。また、単一の基地局装置１は複数のＨｅｔＮｅｔ（Ｈｅｔｅｒｏｇｅｎｅｏｕｓ　



(8) JP 2017-85188 A 2017.5.18

10

20

30

40

50

Ｎｅｔｗｏｒｋ）を管理してもよい。また、単一の基地局装置１は複数の小電力基地局装
置（ＬＰＮ：　Ｌｏｗ　Ｐｏｗｅｒ　Ｎｏｄｅ）を管理してもよい。
【００３０】
　その通信システムにおいて、端末装置２は、セル固有参照信号（ＣＲＳ：　Ｃｅｌｌ－
ｓｐｅｃｉｆｉｃ　Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ（ｓ））に基づいて参照信号受信
電力（ＲＳＲＰ：　Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ　Ｒｅｃｅｉｖｅｄ　Ｐｏｗｅｒ
）を測定している。
【００３１】
　その通信システムにおいて、ＬＴＥで定義されている一部の物理チャネルや信号が配置
されないキャリア（コンポーネントキャリア）を使用し、通信を行なってもよい。ここで
、そのようなキャリアをニューキャリアタイプ（ＮＣＴ：　Ｎｅｗ　Ｃａｒｒｉｅｒ　Ｔ
ｙｐｅ）と呼称する。例えば、ニューキャリアタイプには、セル固有参照信号や物理下り
リンク制御チャネル、同期信号（プライマリー同期信号、セカンダリー同期信号）が配置
されなくてもよい。また、ニューキャリアタイプが設定されたセルにおいて、モビリティ
測定、時間／周波数同期検出を行なうための物理チャネル（ＰＤＣＨ：　Ｐｈｙｓｉｃａ
ｌ　Ｄｉｓｃｏｖｅｒｙ　Ｃｈａｎｎｅｌ，　ＮＤＳ：　Ｎｅｗ　Ｄｉｓｃｏｖｅｒｙ　
Ｓｉｇｎａｌ（ｓ），　ＤＲＳ：　Ｄｉｓｃｏｖｅｒｙ　Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎ
ａｌ，　ＤＳ：　Ｄｉｓｃｏｖｅｒｙ　Ｓｉｇｎａｌ）が用いられてもよい。なお、ニュ
ーキャリアタイプは、追加キャリアタイプ（ＡＣＴ：　Ａｄｄｉｔｉｏｎａｌ　Ｃａｒｒ
ｉｅｒ　Ｔｙｐｅ）と呼称する場合もある。また、ＮＣＴに対し、既存のキャリアタイプ
をレガシーキャリアタイプ（ＬＣＴ：　Ｌｅｇａｃｙ　Ｃａｒｒｉｅｒ　Ｔｙｐｅ）と呼
称する場合もある。
【００３２】
　本実施形態において、“Ｘ／Ｙ”は、“ＸまたはＹ”の意味を含む。本実施形態におい
て、“Ｘ／Ｙ”は、“ＸおよびＹ”の意味を含む。本実施形態において、“Ｘ／Ｙ”は、
“Ｘおよび／またはＹ”の意味を含む。
【００３３】
　（物理チャネル）
　ＬＴＥおよびＬＴＥ－Ａで使用される主な物理チャネル（または物理信号）について説
明する。チャネルとは、信号の送信に用いられる媒体を意味する。物理チャネルとは、信
号の送信に用いられる物理的な媒体を意味する。物理チャネルは、ＬＴＥおよびＬＴＥ－
Ａおよびそれ以降の規格リリースにおいて、今後追加、または、その構造やフォーマット
形式が変更または追加される可能性があるが、そのような場合でも本発明の各実施形態の
説明に影響しない。
【００３４】
　ＬＴＥおよびＬＴＥ－Ａでは、物理チャネルのスケジューリングについて無線フレーム
を用いて管理している。１無線フレームは１０ｍｓであり、１無線フレームは１０サブフ
レームで構成される。さらに、１サブフレームは２スロットで構成される（すなわち、１
スロットは０．５ｍｓである）。また、物理チャネルが配置されるスケジューリングの最
小単位としてリソースブロックまたはリソースブロックペアを用いて管理している。リソ
ースブロックとは、周波数軸を複数サブキャリア（例えば、１２サブキャリア）の集合で
構成される一定の周波数領域と、一定の送信時間間隔（例えば、１スロット、７ＯＦＤＭ
シンボル、７ＳＣ－ＦＤＭＡシンボル）で構成される領域で定義される。リソースブロッ
クペアは、１つのサブフレームにおける時間方向に連続する２つのリソースブロックで構
成される。
【００３５】
　通信精度を向上させるために、それぞれのＯＦＤＭシンボルおよびＳＣ－ＦＤＭＡシン
ボルは、サイクリックプレフィックス（ＣＰ：　Ｃｙｃｌｉｃ　Ｐｒｅｆｉｘ）が付与さ
れて送信される。ＣＰの長さによって、１スロット内に配置されるシンボルの数が変わる
。例えば、標準ＣＰ（Ｎｏｒｍａｌ　ＣＰ）の場合、１スロット内に７シンボルを配置す
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ることができ、拡張ＣＰ（Ｅｘｔｅｎｄｅｄ　ＣＰ）の場合、１スロット内に６シンボル
を配置することができる。
【００３６】
　また、サブキャリア間隔を狭くすることで、１リソースブロック内に、２４サブキャリ
ア配置することもできる。特定の物理チャネルに対して適用されてもよい。
【００３７】
　物理チャネルは、上位層から出力される情報を伝送するリソースエレメントのセットに
対応する。物理信号は、物理層で使用され、上位層から出力される情報を伝送しない。つ
まり、無線リソース制御（ＲＲＣ：Ｒａｄｉｏ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）メ
ッセージなどの上位層の制御情報は、物理チャネルで伝送される。ＲＲＣメッセージには
、システム情報（ＳＩ：Ｓｙｓｔｅｍ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）などの共通ＲＲＣメッ
セージと、端末固有の設定を示すための専用ＲＲＣメッセージに分類することができる。
【００３８】
　下りリンク物理チャネルには、物理下りリンク共用チャネル（ＰＤＳＣＨ：　Ｐｈｙｓ
ｉｃａｌ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｓｈａｒｅｄ　Ｃｈａｎｎｅｌ）、物理報知チャネル（Ｐ
ＢＣＨ：　Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｂｒｏａｄｃａｓｔ　Ｃｈａｎｎｅｌ）、物理マルチキャ
ストチャネル（ＰＭＣＨ：　Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｍｕｌｔｉｃａｓｔ　Ｃｈａｎｎｅｌ）
、物理制御フォーマットインディケータチャネル（ＰＣＦＩＣＨ：　Ｐｈｙｓｉｃａｌ　
Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｆｏｒｍａｔ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ　Ｃｈａｎｎｅｌ）、物理下りリン
ク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ：　Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ
　Ｃｈａｎｎｅｌ）、物理ハイブリットＡＲＱインディケータチャネル（ＰＨＩＣＨ：　
Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｈｙｂｒｉｄ　ＡＲＱ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ　Ｃｈａｎｎｅｌ）、拡
張物理下りリンク制御チャネル（ＥＰＤＣＣＨ：　Ｅｎｈａｎｃｅｄ　Ｐｈｙｓｉｃａｌ
　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ）がある。また、下りリンク物理
信号は、種々の参照信号と種々の同期信号がある。下りリンク参照信号（ＤＬ－ＲＳ：　
Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ）には、セル固有参照信号（ＣＲ
Ｓ：　Ｃｅｌｌ　ｓｐｅｃｉｆｉｃ　Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ）、端末装置固
有参照信号（ＵＥＲＳ：　ＵＥ　ｓｐｅｃｉｆｉｃ　Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ
）、チャネル状態情報参照信号（ＣＳＩ－ＲＳ：　Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｓｔａｔｅ　Ｉｎｆ
ｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ）がある。同期信号（Ｓｙｎｃｈ
ｒｏｎｉｚａｔｉｏｎ　Ｓｉｇｎａｌ）には、プライマリー同期信号（ＰＳＳ：　Ｐｒｉ
ｍａｒｙ　Ｓｙｎｃｈｒｏｎｉｚａｔｉｏｎ　Ｓｉｇｎａｌ）とセカンダリー同期信号（
ＳＳＳ：　Ｓｅｃｏｎｄａｒｙ　Ｓｙｎｃｈｒｏｎｉｚａｔｉｏｎ　Ｓｉｇｎａｌ）があ
る。
【００３９】
　上りリンク物理チャネルには、物理上りリンク共用チャネル（ＰＵＳＣＨ：　Ｐｈｙｓ
ｉｃａｌ　Ｕｐｌｉｎｋ　Ｓｈａｒｅｄ　Ｃｈａｎｎｅｌ）、物理上りリンク制御チャネ
ル（ＰＵＣＣＨ：　Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｕｐｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ
）、物理ランダムアクセスチャネル（ＰＲＡＣＨ：　Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｒａｎｄｏｍ　
Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｈａｎｎｅｌ）がある。また、上りリンク物理信号には、種々の参照信
号がある。上りリンク参照信号には、復調参照信号（ＤＭＲＳ：　Ｄｅｍｏｄｕｌａｔｉ
ｏｎ　Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ）とサウンディング参照信号（ＳＲＳ：　Ｓｏ
ｕｎｄｉｎｇ　Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ）がある。
【００４０】
　ＰＳＳは、３種類の系列で構成される。ＳＳＳは、符号長が３１の２つの系列で構成さ
れ、それらの系列は周波数領域で互い違いに配置される。基地局装置１を識別するセル識
別子（ＰＣＩ：　Ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｌａｙｅｒ　Ｃｅｌｌ　Ｉｄｅｎｔｉｔｙ，　Ｐｈ
ｙｓｉｃａｌ　Ｃｅｌｌ　Ｉｄｅｎｔｉｔｙ，　Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｃｅｌｌ　Ｉｄｅｎ
ｔｉｆｉｅｒ）は、ＰＳＳとＳＳＳとの組み合わせによって、５０４通りの物理層セル識
別子から特定できる。端末装置２は、セルサーチによって受信した同期信号に基づいて、
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基地局装置１のセル識別子を識別する。なお、セル識別子は、セルＩＤと呼称される場合
もある。物理層セル識別子は、物理セルＩＤと呼称される場合もある。
【００４１】
　物理報知チャネル（ＰＢＣＨ：　Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｂｒｏａｄｃａｓｔ　Ｃｈａｎｎ
ｅｌ）は、セル内の端末装置２で共通に用いられる制御パラメータ（報知情報やシステム
情報）を通知する目的で送信される。また、ＰＢＣＨで通知されない報知情報（例えば、
ＳＩＢ１や一部のシステム情報）は、ＤＬ－ＳＣＨを介して、ＰＤＳＣＨで送信される。
報知情報として、セル個別の識別子を示すセルグローバル識別子（ＣＧＩ：　Ｃｅｌｌ　
Ｇｌｏｂａｌ　Ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ）、ページングによる待ち受けエリアを管理するト
ラッキングエリア識別子（ＴＡＩ：　Ｔｒａｃｋｉｎｇ　Ａｒｅａ　Ｉｄｅｎｔｉｆｉｅ
ｒ）、ランダムアクセス設定情報（送信タイミングタイマーなど）、共通無線リソース設
定情報（共有無線リソース設定情報）などが通知される。
【００４２】
　下りリンク参照信号は、その用途によって複数のタイプに分類される。例えば、セル固
有参照信号（ＣＲＳ：　Ｃｅｌｌ－ｓｐｅｃｉｆｉｃ　ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　ｓｉｇｎａ
ｌｓ）は、セル毎に所定の電力で送信されるパイロット信号であり、所定の規則に基づい
て周波数領域および時間領域で周期的に繰り返される下りリンク参照信号である。端末装
置２は、セル固有参照信号を受信することでセル毎の受信品質を測定する。また、端末装
置２は、セル固有参照信号と同じアンテナポートで送信される物理下りリンク制御チャネ
ル、または物理下りリンク共用チャネルの復調のための参照信号としてもセル固有参照信
号を使用する。セル固有参照信号に使用される系列は、セル毎に識別可能な系列が用いら
れる。ＣＲＳは、基地局装置１より全ての下りリンクサブフレームで送信されてもよいが
、端末装置２は、指定された下りリンクサブフレームでのみ受信してもよい。
【００４３】
　また、下りリンク参照信号は下りリンクの伝搬路変動の推定にも用いられる。伝搬路変
動の推定に用いられる下りリンク参照信号のことをチャネル状態情報参照信号（ＣＳＩ－
ＲＳ：　Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｓｔａｔｅ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　
Ｓｉｇｎａｌｓ）あるいはＣＳＩ参照信号と呼称してもよい。また、実際には信号の送ら
れない、または、ゼロパワーで送信されるＣＳＩ参照信号は、ゼロパワーチャネル状態情
報参照信号（ＺＰ　ＣＳＩ－ＲＳ：　Ｚｅｒｏ　Ｐｏｗｅｒ　Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｓｔａｔ
ｅ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌｓ）あるいはゼロパワ
ーＣＳＩ参照信号と呼称してもよい。また、実際に信号が送信されるＣＳＩ参照信号は、
非ゼロパワーチャネル状態情報参照信号（ＮＺＰ　ＣＳＩ－ＲＳ：　Ｎｏｎ　Ｚｅｒｏ　
Ｐｏｗｅｒ　Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｓｔａｔｅ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｒｅｆｅｒｅｎｃ
ｅ　Ｓｉｇｎａｌｓ）あるいは非ゼロパワーＣＳＩ参照信号と呼称してもよい。
【００４４】
　また、干渉成分を測定するために用いられる下りリンクリソースの事をチャネル状態情
報干渉測定リソース（ＣＳＩ－ＩＭＲ：　Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｓｔａｔｅ　Ｉｎｆｏｒｍａ
ｔｉｏｎ　-　Ｉｎｔｅｒｆｅｒｅｎｃｅ　Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ
）あるいはＣＳＩ－ＩＭリソースと呼称してもよい。ＣＳＩ－ＩＭリソースに含まれるゼ
ロパワーＣＳＩ参照信号を用いて、端末装置２はＣＱＩの値を算出するために干渉信号の
測定を行なってもよい。また、端末装置２毎に個別に設定される下りリンク参照信号は、
端末装置固有参照信号（ＵＥＲＳ：　ＵＥ　ｓｐｅｃｉｆｉｃ　Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓ
ｉｇｎａｌｓ）または個別参照信号（Ｄｅｄｉｃａｔｅｄ　Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇ
ｎａｌｓ）、下りリンク復調参照信号（ＤＬ　ＤＭＲＳ：　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｄｅｍｏ
ｄｕｌａｔｉｏｎ　Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌｓ）などと称され、物理下りリン
ク制御チャネル、または物理下りリンク共用チャネルの復調に用いられる。
【００４５】
　なお、これらの下りリンク参照信号の系列は、擬似ランダム系列に基づいて生成されて
もよい。また、これらの下りリンク参照信号の系列は、Ｚａｄｏｆｆ－Ｃｈｕ系列に基づ
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いて生成されてもよい。また、これらの下りリンク参照信号の系列は、ゴールド系列に基
づいて生成されてもよい。また、これらの下りリンク参照信号の系列は、擬似ランダム系
列やＺａｄｏｆｆ－Ｃｈｕ系列、ゴールド系列の亜種または変形であってもよい。
【００４６】
　物理下りリンク共用チャネル（ＰＤＳＣＨ：　Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　
Ｓｈａｒｅｄ　Ｃｈａｎｎｅｌ）は、下りリンクデータ（ＤＬ－ＳＣＨ）を送信するため
に使用される。また、ＰＤＳＣＨは、システム情報がＤＬ－ＳＣＨで送信される場合にも
使用される。物理下りリンク共用チャネルの無線リソース割り当て情報は、物理下りリン
ク制御チャネルで示される。また、ＰＤＳＣＨは、下りリンクと上りリンクに関するパラ
メータ（情報要素、ＲＲＣメッセージ）を通知するためにも使用される。
【００４７】
　物理下りリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ：　Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　
Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ）は、各サブフレームの先頭からいくつかのＯＦＤＭシ
ンボルで送信され、端末装置２に対して基地局装置１のスケジューリングに従ったリソー
ス割り当て情報や、送信電力の増減の指示など、端末装置２に対する制御情報を通知する
目的で使用される。端末装置２は、上位レイヤーメッセージ（ページング、ハンドオーバ
コマンド、ＲＲＣメッセージなど）を送受信する前に自局宛の物理下りリンク制御チャネ
ルを監視（モニタ）し、送信時には上りリンクグラント、受信時には下りリンクグラント
（下りリンクアサインメントとも呼称される）と呼ばれるリソース割り当て情報を自局宛
の物理下りリンク制御チャネルから取得する必要がある。なお、物理下りリンク制御チャ
ネルは、上述したＯＦＤＭシンボルで送信される以外に、基地局装置１から端末装置２に
対して個別（ｄｅｄｉｃａｔｅｄ）に割り当てられるリソースブロックペアの領域で送信
されるように構成することも可能である。この基地局装置１から端末装置２に対して個別
（ｄｅｄｉｃａｔｅｄ）に割り当てられるリソースブロックペアの領域で送信される物理
下りリンク制御チャネルは拡張物理下りリンク制御チャネル（ＥＰＤＣＣＨ：　Ｅｎｈａ
ｎｃｅｄ　ＰＤＣＣＨ）と呼称される場合もある。また、ＰＤＣＣＨは第１の制御チャネ
ルと呼称される場合もある。また、ＥＰＤＣＣＨは第２の制御チャネルと呼称される場合
もある。また、ＰＤＣＣＨが割り当て可能なリソース領域は第１の制御チャネル領域、Ｅ
ＰＤＣＣＨが割り当て可能なリソース領域は第２の制御チャネル領域と呼称される場合も
ある。
【００４８】
　なお、本発明の説明において、ＰＤＣＣＨはＥＰＤＣＣＨを含んでいるものとする。す
なわち、ＰＤＣＣＨに関する説明は、ＥＰＤＣＣＨにも適用できる。
【００４９】
　基地局装置１は、スペシャルサブフレームのＤｗＰＴＳにおいて、ＰＣＦＩＣＨ、ＰＨ
ＩＣＨ、ＰＤＣＣＨ、ＥＰＤＣＣＨ、ＰＤＳＣＨ、同期信号（ＰＳＳ／ＳＳＳ）、下りリ
ンク参照信号を送信してもよい。また、基地局装置１は、スペシャルサブフレームのＤｗ
ＰＴＳにおいて、ＰＢＣＨを送信しなくてもよい。
【００５０】
　また、端末装置２は、スペシャルサブフレームのＵｐＰＴＳにおいて、ＰＲＡＣＨ、お
よびＳＲＳを送信してもよい。また、端末装置２は、スペシャルサブフレームのＵｐＰＴ
Ｓにおいて、ＰＵＣＣＨ、ＰＵＳＣＨ、およびＤＭＲＳを送信しなくてもよい。
【００５１】
　また、端末装置２は、スペシャルサブフレームがＧＰおよびＵｐＰＴＳのみによって構
成されている場合には、スペシャルサブフレームのＵｐＰＴＳにおいて、ＰＵＣＣＨおよ
び／またはＰＵＳＣＨおよび／またはＤＭＲＳを送信してもよい。
【００５２】
　ここで、端末装置２は、ＰＤＣＣＨ候補（ＰＤＣＣＨ　ｃａｎｄｉｄａｔｅｓ）および
／またはＥＰＤＣＣＨ候補（ＥＰＤＣＣＨ　ｃａｎｄｉｄａｔｅｓ）のセットをモニタす
る。ＰＤＣＣＨ候補とは、基地局装置１によって、ＰＤＣＣＨがマップおよび送信される
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可能性のある候補を示している。また、ＰＤＣＣＨ候補は、１つまたは複数の制御チャネ
ル要素（ＣＣＥ：　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｅｌｅｍｅｎｔ）から構成される
。また、ＣＣＥのそれぞれは、所定数のＲＥＧ（リソースエレメントグループ）から構成
される。また、ＲＥＧのそれぞれは、ＰＣＦＩＣＨで通知されるＣＦＩ（Ｃｏｎｔｒｏｌ
　Ｆｏｒｍａｔ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）で示されるＯＦＤＭシンボル内の所定数のリソー
スエレメントで構成される。また、モニタ（モニタリング）とは、モニタされる全てのＤ
ＣＩフォーマットに応じて、ＰＤＣＣＨ候補のセット内のＰＤＣＣＨそれぞれに対して、
端末装置２がデコード（復号）を試みるということまで含まれてもよい。
【００５３】
　以下では、ＥＰＤＣＣＨの詳細が説明される。ＥＰＤＣＣＨは、ＰＤＣＣＨと同様に、
ＤＣＩ（Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）を通知するため
に用いられる。
【００５４】
　ＥＰＤＣＣＨは、１つ以上の拡張制御チャネル要素（ＥＣＣＥ：Ｅｎｈａｎｃｅｄ　ｃ
ｏｎｔｒｏｌ　ｃｈａｎｎｅｌ　ｅｌｅｍｅｎｔ）の集合を用いて送信される。それぞれ
のＥＣＣＥは、複数の拡張リソースエレメントグループ（ＥＲＥＧ：Ｅｎｈａｎｃｅｄ　
ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｅｌｅｍｅｎｔ　ｇｒｏｕｐ）で構成される。ＥＲＥＧは、ＥＰＤＣ
ＣＨのリソースエレメントに対するマッピングを定義するために用いられる。各ＲＢペア
において、０から１５に番号付けされる、１６個のＥＲＥＧが定義される。すなわち、各
ＲＢペアにおいて、ＥＲＥＧ０～ＥＲＥＧ１５が定義される。各ＲＢペアにおいて、ＥＲ
ＥＧ０～ＥＲＥＧ１５は、所定の信号および／またはチャネルがマッピングされるリソー
スエレメント以外のリソースエレメントに対して、周波数方向を優先して、周期的に定義
される。例えば、アンテナポート１０７～１１０で送信されるＥＰＤＣＣＨに関連付けら
れる復調用参照信号がマッピングされるリソースエレメントは、ＥＲＥＧを定義しない。
【００５５】
　１つのＥＰＤＣＣＨに用いられるＥＣＣＥの数は、ＥＰＤＣＣＨフォーマットに依存し
、他のパラメータに基づいて決定される。１つのＥＰＤＣＣＨに用いられるＥＣＣＥの数
は、アグリゲーションレベルとも呼称される。例えば、１つのＥＰＤＣＣＨに用いられる
ＥＣＣＥの数は、１つのＲＢペアにおけるＥＰＤＣＣＨ送信に用いることができるリソー
スエレメントの数、ＥＰＤＣＣＨの送信方法などに基づいて、決定される。例えば、１つ
のＥＰＤＣＣＨに用いられるＥＣＣＥの数は、１、２、４、８、１６または３２である。
また、１つのＥＣＣＥに用いられるＥＲＥＧの数は、サブフレームの種類およびサイクリ
ックプレフィックスの種類に基づいて決定され、４または８である。ＥＰＤＣＣＨの送信
方法として、分散送信（Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ　ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ）および局
所送信（Ｌｏｃａｌｉｚｅｄ　ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ）がサポートされる。
【００５６】
　ＥＰＤＣＣＨは、分散送信または局所送信を用いることができる。分散送信および局所
送信は、ＥＲＥＧおよびＲＢペアに対するＥＣＣＥのマッピングが異なる。例えば、分散
送信において、１つのＥＣＣＥは、複数のＲＢペアのＥＲＥＧを用いて構成される。局所
送信において、１つのＥＣＣＥは、１つのＲＢペアのＥＲＥＧを用いて構成される。
【００５７】
　基地局装置１は、端末装置２に対して、ＥＰＤＣＣＨに関する設定を行う。端末装置２
は、基地局装置１からの設定に基づいて、複数のＥＰＤＣＣＨをモニタリングする。端末
装置２がＥＰＤＣＣＨをモニタリングするＲＢペアのセットが、設定されることができる
。そのＲＢペアのセットは、ＥＰＤＣＣＨセットまたはＥＰＤＣＣＨ－ＰＲＢセットとも
呼称される。１つの端末装置２に対して、１つ以上のＥＰＤＣＣＨセットが設定できる。
各ＥＰＤＣＣＨセットは、１つ以上のＲＢペアで構成される。また、ＥＰＤＣＣＨに関す
る設定は、ＥＰＤＣＣＨセット毎に個別に行うことができる。
【００５８】
　基地局装置１は、端末装置２に対して、所定数のＥＰＤＣＣＨセットを設定できる。例
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えば、２つまでのＥＰＤＣＣＨセットが、ＥＰＤＣＣＨセット０および／またはＥＰＤＣ
ＣＨセット１として、設定できる。ＥＰＤＣＣＨセットのそれぞれは、所定数のＲＢペア
で構成できる。各ＥＰＤＣＣＨセットは、複数のＥＣＣＥの１つのセットを構成する。１
つのＥＰＤＣＣＨセットに構成されるＥＣＣＥの数は、そのＥＰＤＣＣＨセットとして設
定されるＲＢペアの数、および、１つのＥＣＣＥに用いられるＥＲＥＧの数に基づいて、
決定される。１つのＥＰＤＣＣＨセットに構成されるＥＣＣＥの数がＮである場合、各Ｅ
ＰＤＣＣＨセットは、０～Ｎ－１で番号付けされたＥＣＣＥを構成する。例えば、１つの
ＥＣＣＥに用いられるＥＲＥＧの数が４である場合、４つのＲＢペアで構成されるＥＰＤ
ＣＣＨセットは１６個のＥＣＣＥを構成する。
【００５９】
　ここで、端末装置２がモニタリングするＰＤＣＣＨ候補／ＥＰＤＣＣＨは、ＥＰＤＣＣ
Ｈセットに構成されるＣＣＥ／ＥＣＣＥに基づいて、定義される。ＰＤＣＣＨの候補／Ｅ
ＰＤＣＣＨの候補のセットは、サーチスペース（探索領域）として定義される。端末装置
２に固有のサーチスペースである端末固有サーチスペース、および、基地局装置１（セル
、送信点）に固有のサーチスペースである共通サーチスペースが、定義される。また、端
末装置２を含む端末装置のグループに固有のサーチスペースである端末装置グループ固有
サーチスペースが定義されてもよい。端末グループ固有サーチスペースは、端末装置のグ
ループに固有の制御情報（例えば、ＲＮＴＩ）に基づくサーチスペースである。端末装置
のグループに固有の制御情報は、端末装置２に固有に設定されてもよい。その場合、端末
装置２の観点から、端末グループ固有サーチスペースは、端末固有サーチスペースと見な
されてもよい。ＰＤＣＣＨ／ＥＰＤＣＣＨのモニタリングは、モニタリングされるＤＣＩ
フォーマットに従って、端末装置２がサーチスペース内のＰＤＣＣＨの候補／ＥＰＤＣＣ
Ｈの候補のそれぞれに対して復号を試みることを含む。
【００６０】
　ＣＳＳは、複数の端末装置２に対する下りリンク制御情報の送信に用いられる。すなわ
ち、ＣＳＳは、複数の端末装置２に対して共通のリソースとして定義される。また、ＵＳ
Ｓは、端末装置２に対する下りリンク制御情報の送信に用いられる。すなわち、ＵＳＳは
、端末装置２に対して個別に設定される。また、ＵＳＳは、複数の端末装置２に対して重
複して設定されてもよい。また、ＣＳＳは、プライマリーセルのみに設定されてもよい。
なお、端末装置２は、プライマリーセルのノンＤＲＸサブフレーム毎に、モニタするよう
にしてもよい。
【００６１】
　下りリンク制御情報（ＤＣＩ）は、特定のフォーマット（構成、形式）で基地局装置１
から端末装置２へ送信される。このフォーマットをＤＣＩフォーマットと呼称してもよい
。なお、ＤＣＩフォーマットを送信するとは、あるフォーマットのＤＣＩを送信すること
を含む。ＤＣＩフォーマットは、ＤＣＩを送信するためのフォーマットと言い換えること
ができる。基地局装置１から端末装置２へ送信されるＤＣＩフォーマットには複数のフォ
ーマットが用意されている（例えば、ＤＣＩフォーマット０／１／１Ａ／１Ｂ／１Ｃ／１
Ｄ／２／２Ａ／２Ｂ／２Ｃ／２Ｄ／３／３Ａ／４）。ＤＣＩフォーマットには、種々の下
りリンク制御情報に対応するフィールド（ビットフィールド）がセットされている。
【００６２】
　基地局装置１は、端末装置２を含む複数の端末装置に共通のＤＣＩ（単一のＤＣＩ）を
ＣＳＳで送信し、端末装置２に個別のＤＣＩをＣＳＳまたはＵＳＳで送信する。
【００６３】
　ＤＣＩは、ＰＵＳＣＨやＰＤＳＣＨのリソース割り当て、変調符号化方式、サウンディ
ング参照信号要求（ＳＲＳリクエスト）、チャネル状態情報要求（ＣＳＩリクエスト）、
単一のトランスポートブロックの初送または再送の指示、ＰＵＳＣＨに対する送信電力制
御コマンド、ＰＵＣＣＨに対する送信電力制御コマンド、ＵＬ　ＤＭＲＳのサイクリック
シフトおよびＯＣＣ（Ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　Ｃｏｄｅ　Ｃｏｖｅｒ）のインデックスな
どを含むことができる。この他にもＤＣＩは様々な制御情報を含むことができる。
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【００６４】
　上りリンク送信制御（例えば、ＰＵＳＣＨのスケジューリングなど）に用いられるフォ
ーマットを上りリンクＤＣＩフォーマット（例えば、ＤＣＩフォーマット０／４）または
上りリンクに関連するＤＣＩと呼称してもよい。なお、上りリンク送信制御に用いられる
ＤＣＩフォーマットを上りリンクグラント（ＵＬ　ｇｒａｎｔ：　Ｕｐｌｉｎｋ　ｇｒａ
ｎｔ）と呼称する場合もある。下りリンク受信制御（例えば、ＰＤＳＣＨのスケジューリ
ングなど）に用いられるフォーマットを下りリンクＤＣＩフォーマット（例えば、ＤＣＩ
フォーマット１／１Ａ／１Ｂ／１Ｃ／１Ｄ／２／２Ａ／２Ｂ／２Ｃ／２Ｄ）または下りリ
ンクに関連するＤＣＩと呼称してもよい。なお、下りリンク受信制御に用いられるＤＣＩ
フォーマットを下りリンクグラント（ＤＬ　ｇｒａｎｔ：　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　ｇｒａｎ
ｔ）または下りリンクアサインメント（ＤＬ　ａｓｓｉｇｎｍｅｎｔ：　Ｄｏｗｎｌｉｎ
ｋ　ａｓｓｉｇｎｍｅｎｔ）と呼称される場合もある。複数の端末装置に対する送信電力
を調整するために用いられるフォーマットをグループトリガリングＤＣＩフォーマット（
例えば、ＤＣＩフォーマット３／３Ａ）と呼称してもよい。
【００６５】
　例えば、ＤＣＩフォーマット０は、１つのサービングセルにおける１つのＰＵＳＣＨの
スケジューリングを行なうために必要なＰＵＳＣＨのリソース割り当てに関する情報や変
調方式に関する情報、ＰＵＳＣＨに対する送信電力制御（ＴＰＣ：　Ｔｒａｎｓｍｉｔ　
Ｐｏｗｅｒ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）コマンドに関する情報などを送信するために用いられる。
また、これらのＤＣＩはＰＤＣＣＨ／ＥＰＤＣＣＨで送信される。
【００６６】
　端末装置２は、ＰＤＣＣＨ領域のＣＳＳおよび／またはＵＳＳにおいてＰＤＣＣＨをモ
ニタし、自装置宛てのＰＤＣＣＨを検出する。
【００６７】
　また、下りリンク制御情報の送信（ＰＤＣＣＨでの送信）には、ＲＮＴＩが利用される
。具体的には、ＤＣＩに付加される巡回冗長検査（ＣＲＣ：　Ｃｙｃｌｉｃ　Ｒｅｄｕｎ
ｄａｎｃｙ　ｃｈｅｃｋ）パリティビットがＲＮＴＩによってスクランブルされる。端末
装置２は、ＲＮＴＩによってスクランブルされたＣＲＣパリティビットが付加されたＤＣ
Ｉフォーマットに対してデコードを試み、ＣＲＣが正しくデコードされたＤＣＩを、自装
置宛のＤＣＩとして検出する（ブラインドデコーディングとも呼称される）。
【００６８】
　また、複数種類のＲＮＴＩが用いられる。例えば、Ｃ－ＲＮＴＩ、ＳＰＳ（Ｓｅｍｉ－
Ｐｅｒｓｉｓｔｅｎｔ　Ｓｃｈｅｄｕｌｉｎｇ）　Ｃ－ＲＮＴＩ、Ｔｅｍｐｏｒａｒｙ　
Ｃ－ＲＮＴＩは、端末装置２に固有のＲＮＴＩとしてＲＲＣにより設定され、ユニキャス
ト送信の動的なスケジューリングや、競合解消（Ｃｏｎｔｅｎｔｉｏｎ　ｒｅｓｏｌｕｓ
ｉｏｎ）などのために用いることができる。Ｐ－ＲＮＴＩは、予め規定されたＲＮＴＩと
して、ページングとシステム情報変更の通知に用いることができる。ＳＩ－ＲＮＴＩは、
システム情報の報知に用いることができる。Ｍ－ＲＮＴＩは、マルチキャストチャネル情
報変更の通知に用いることができる。ＲＡ－ＲＮＴＩは、ランダムアクセス応答のために
用いることができる。Ｇ－ＲＮＴＩは、複数の端末装置で共有されるＲＮＴＩとして、複
数の端末装置に共通のＰＤＣＣＨ／ＥＰＤＣＣＨの送信に用いられる。Ｇ－ＲＮＴＩは、
ＲＲＣを通じて、それぞれ端末装置固有に設定される場合、端末装置の観点から、その端
末装置に固有のＲＮＴＩとして見なされてもよい。例えば、Ｇ－ＲＮＴＩは、ＴＤＤにお
いて動的なＵＬ／ＤＬ設定のために用いることができる。また、Ｇ－ＲＮＴＩに基づくサ
ーチスペースが設定されてもよい。
【００６９】
　端末装置２は、ＣＳＳおよびＵＳＳのアグリゲーションレベルとＰＤＣＣＨ候補数、Ｄ
ＣＩフォーマットのサイズ（ＤＣＩフォーマットサイズ、ＤＣＩフォーマットのペイロー
ドサイズ）に合わせて、デコードを試みる（ブラインドデコーディングを行なう）。例え
ば、ＣＳＳにおいて、アグリゲーションレベル４および８に対して、それぞれＰＤＣＣＨ
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候補数が４および２であり、サイズの異なるＤＣＩフォーマットは２種類である場合、ブ
ラインドデコーディング数は１２回となる。つまり、端末装置２は、ＣＳＳで最大１２回
のブラインドデコーディングを行なう。また、ＵＳＳにおいて、アグリゲーションレベル
１、２、４および８に対して、それぞれＰＤＣＣＨ候補数が６、６、２および２であり、
サイズの異なるＤＣＩフォーマットは３種類である場合、ブラインドデコーディング数は
４８回となる。つまり、端末装置２は、ＵＳＳで最大４８回のブラインドデコーディング
を行なう。すなわち、端末装置２は、ＣＳＳおよびＵＳＳにおいて、最大６０回のブライ
ンドデコーディングを行なう。なお、ブラインドデコーディング数は、サイズの異なるＤ
ＣＩフォーマットの数（４０ビットや４４ビットなど異なるサイズのＤＣＩフォーマット
）やサーチスペースのアグリゲーションレベルやＰＤＣＣＨ候補数、クロスキャリアスケ
ジューリングを行なうコンポーネントキャリア（セル）の数によって決定する。また、端
末装置２は、サイズが同じであれば、異なる種類のＤＣＩフォーマットであっても１つの
ＤＣＩフォーマットとしてブラインドデコーディングを行なう。例えば、ＤＣＩフォーマ
ット０とＤＣＩフォーマット１Ａのサイズは同じであるため、１つのＤＣＩフォーマット
とみなされてブラインドデコーディングが行なわれる。また、端末装置２がモニタするＤ
ＣＩフォーマットは、各サービングセルに設定された送信モードに依存する。
【００７０】
　また、端末装置２の受信処理遅延を考慮して、ブラインドデコーディングの総数（また
は閾値）は、予め設定（定義）されてもよい。なお、キャリアアグリゲーションが設定さ
れているか否かによって、ブラインドデコーディングの総数は異なってもよい。つまり、
ブラインドデコーディングを行なうコンポーネントキャリア（サービングセル）の数によ
って、ブラインドデコーディングの総数は、可変であってもよい。
【００７１】
　キャリアアグリゲーションが設定された場合、端末装置２は、複数のサービングセルで
スケジュールされてもよい。しかし、ランダムアクセスプロシージャはサービングセルの
数に因らず、多くても１つしか行なわない。キャリアインディケータフィールド（ＣＩＦ
：　Ｃａｒｒｉｅｒ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ　Ｆｉｅｌｄ）を伴うクロスキャリアスケジュ
ーリングにおいて、あるサービングセルのＰＤＣＣＨが他のサービングセルに対するリソ
ースをスケジュールすることを可能にする。しかし、クロスキャリアスケジューリングは
プライマリーセルには適用されない。プライマリーセルは、プライマリーセルのＰＤＣＣ
Ｈでスケジュールされる。また、セカンダリーセルのＰＤＣＣＨが設定された場合、その
セカンダリーセルに対してクロスキャリアスケジューリングは適用されない。セカンダリ
ーセルのＰＤＣＣＨが設定されなかった場合、クロスキャリアスケジューリングはそのセ
カンダリーセルに対して適用されてもよい。
【００７２】
　クロスキャリアスケジューリングは、あるセルで上りリンクグラント（上りリンクに関
連するＤＣＩフォーマット）または下りリンクグラント（下りリンクに関連するＤＣＩフ
ォーマット）にＣＩＦ（Ｃａｒｒｉｅｒ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ　Ｆｉｅｌｄ）が含まれて
送信されることによって、異なるセルに対する上りリンクグラントまたは下りリンクグラ
ントを送信することができる。つまり、ＣＩＦが含まれたＤＣＩフォーマットを用いて、
１つのセルで複数のセルに対する上りリンク／下りリンク送信を制御することができる。
【００７３】
　サービングセルｃでＰＤＣＣＨをモニタすることと関連するＣＩＦが設定された端末装
置２は、ＣＩＦおよびサービングセルｃのＰＤＣＣＨ　ＵＳＳでＣ－ＲＮＴＩによってス
クランブルされたＣＲＣが設定されたＰＤＣＣＨをモニタする。
【００７４】
　プライマリーセルでＰＤＣＣＨをモニタすることと関連するＣＩＦが設定された端末装
置２は、ＣＩＦおよびプライマリーセルのＰＤＣＣＨ　ＵＳＳでＳＰＳ－ＲＮＴＩによっ
てスクランブルされたＣＲＣが設定されたＰＤＣＣＨをモニタする。
【００７５】
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　クロスキャリアスケジューリングは、端末装置２がその機能をサポートしていることを
、機能情報（ＵＥ－ＥＵＴＲＡ－Ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ）を用いて基地局装置１へ通知し
、基地局装置１がクロスキャリアスケジューリングに関する設定（ＣｒｏｓｓＣａｒｒｉ
ｅｒＳｃｈｅｄｕｌｉｎｇＣｏｎｆｉｇ）を端末装置２に対して行ない、その設定情報を
端末装置２に送信した場合に、クロスキャリアスケジューリングを用いて通信を行なうこ
とができる。なお、この設定情報は、上位層シグナリングを用いて通知されてもよい。
【００７６】
　クロスキャリアスケジューリングに関する設定には、ＰＤＣＣＨ／ＥＰＤＣＣＨのＤＣ
ＩフォーマットにＣＩＦが含まれるか否かを示す情報（ｃｉｆ－Ｐｒｅｓｅｎｃｅ）が含
まれてもよい。また、クロスキャリアスケジューリングに関する設定には、下りリンクア
ロケーション（下りリンクグラント）および上りリンクグラントをシグナルするセル（ど
のセルが下りリンクアロケーションおよび上りリンクグラントをシグナルするか）を示す
情報（ｓｃｈｅｄｕｌｉｎｇＣｅｌｌＩｄ）が含まれてもよい。この情報をスケジューリ
ングセルＩＤ情報と呼称する。また、クロスキャリアスケジューリングに関する設定には
、スケジューリングセルＩＤ情報によって示されるセルに対するＰＤＳＣＨの開始ＯＦＤ
Ｍシンボルを示す情報（ｐｄｓｃｈ－Ｓｔａｒｔ）が含まれてもよい。なお、上りリンク
と下りリンクに対するクロスキャリアスケジューリングを行なう機能を独立にサポートす
る端末装置２に対して、スケジューリングセルＩＤ情報は、上りリンクと下りリンクで独
立に設定されてもよい。また、ＰＤＳＣＨの開始ＯＦＤＭシンボルを示す情報は、下りリ
ンクに対してのみ設定されてもよい。
【００７７】
　キャリアアグリゲーションが設定された場合、セミパーシステントスケジューリングの
ための下りリンクリソースは、プライマリーセルで設定され、プライマリーセルに対する
ＰＤＣＣＨアロケーションだけは、セミパーシステントアロケーションよりも優先するこ
とができる。
【００７８】
　キャリアアグリゲーションが設定された場合、セミパーシステントスケジューリングの
ための上りリンクリソースは、プライマリーセルで設定され、プライマリーセルに対する
ＰＤＣＣＨアロケーションだけは、セミパーシステントアロケーションよりも優先するこ
とができる。
【００７９】
　また、上りリンクと下りリンク間のリンクは、ＣＩＦが無い場合の下りリンクグラント
または上りリンクグラントが適用されるサービングセルを見分けることを可能にする。プ
ライマリーセルで受信した下りリンクグラントは、プライマリーセルにおける下りリンク
送信に対応する。また、プライマリーセルで受信した上りリンクグラントは、プライマリ
ーセルにおける上りリンク送信に対応する。また、セカンダリーセル＃ｎで受信した下り
リンクグラントは、セカンダリーセル＃ｎにおける下りリンク送信に対応する。また、セ
カンダリーセル＃ｎで受信した上りリンクグラントは、セカンダリーセル＃ｎにおける上
りリンク送信に対応する。セカンダリーセル＃ｎに対して上りリンク利用が設定されなか
った場合、その上りリンクグラントは、受信した端末装置２によって無視される。
【００８０】
　他のサービングセルにおいて、あるセカンダリーセルに対応するＣＩＦを伴うＰＤＣＣ
Ｈをモニタすることが設定された場合、端末装置２は、そのセカンダリーセルのＰＤＣＣ
Ｈをモニタすることを期待しない。その際、基地局装置１は、端末装置２に対して、その
セカンダリーセルでＰＤＣＣＨを用いてＤＣＩを送信しなくてもよい。
【００８１】
　ここで、ＲＮＴＩには、Ｃ－ＲＮＴＩ（Ｃｅｌｌ－Ｒａｄｉｏ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｔｅ
ｍｐｏｒａｒｙ　Ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ）が含まれる。Ｃ－ＲＮＴＩは、ＲＲＣ接続およ
びスケジューリングの識別に対して使用されるユニークな（一意的な）識別子である。Ｃ
－ＲＮＴＩは、動的にスケジュールされるユニキャスト送信のために利用される。なお、
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Ｃ－ＲＮＴＩは、キャリアアグリゲーションが設定される場合、全てのサービングセルで
同じ値のＣ－ＲＮＴＩ（同じＣ－ＲＮＴＩ）が適用される。
【００８２】
　また、ＲＮＴＩには、Ｔｅｍｐｏｒａｒｙ　Ｃ－ＲＮＴＩが含まれる。Ｔｅｍｐｏｒａ
ｒｙ　Ｃ－ＲＮＴＩは、ランダムアクセスプロシージャに対して使用される識別子である
。例えば、端末装置２は、Ｔｅｍｐｏｒａｒｙ　Ｃ－ＲＮＴＩによってスクランブルされ
たＣＲＣが付加された上りリンクに関連するＤＣＩフォーマット（例えば、ＤＣＩフォー
マット０）を、ＣＳＳのみでデコードしてもよい。また、端末装置２は、Ｔｅｍｐｏｒａ
ｒｙ　Ｃ－ＲＮＴＩによってスクランブルされたＣＲＣが付加された下りリンクに関連す
るＤＣＩフォーマット（例えば、ＤＣＩフォーマット１Ａ）を、ＣＳＳおよびＵＳＳでデ
コードを試みてもよい。
【００８３】
　また、基地局装置１は、ＤＣＩをＣＳＳで送信する場合、ＤＣＩ（ＤＣＩフォーマット
）にＴｅｍｐｏｒａｒｙ　Ｃ－ＲＮＴＩまたはＣ－ＲＮＴＩでスクランブルしたＣＲＣパ
リティビットを付加し、ＤＣＩをＵＳＳで送信する場合、ＤＣＩ（ＤＣＩフォーマット）
にＣ－ＲＮＴＩでスクランブルしたＣＲＣを付加してもよい。
【００８４】
　物理上りリンク共用チャネル（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｕｐｌｉｎｋ　Ｓｈａｒｅｄ　Ｃｈ
ａｎｎｅｌ；　ＰＵＳＣＨ）は、主に上りリンクデータと上りリンク制御情報（Ｕｐｌｉ
ｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ；　ＵＣＩ）を送信するために用いられ
る。ＰＵＳＣＨで送信されるＵＣＩは、スケジューリングリクエスト（ＳＲ）、チャネル
状態情報（ＣＳＩ：　Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｓｔａｔｅ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）、および
／または、ＡＣＫ／ＮＡＣＫを含む。また、ＰＵＳＣＨで送信されるＣＳＩは、非連続的
ＣＳＩ（Ａ－ＣＳＩ：　Ａｐｅｒｉｏｄｉｃ　ＣＳＩ）と連続的ＣＳＩ（Ｐ－ＣＳＩ：　
Ｐｅｒｉｏｄｉｃ　ＣＳＩ）を含む。また、下りリンクの場合と同様に物理上りリンク共
用チャネルのリソース割り当て情報は、物理下りリンク制御チャネルで示される。また、
ダイナミックスケジューリンググラントによってスケジュールされるＰＵＳＣＨは、上り
リンクデータを伝送する。また、ランダムアクセスレスポンスグラントによってスケジュ
ールされるＰＵＳＣＨは、ランダムアクセスに関連した自局の情報（例えば、端末装置２
の識別情報、メッセージ３）を送信する。また、検出したグラントの種類に応じて、ＰＵ
ＳＣＨでの送信に対する送信電力をセットするために使用されるパラメータが異なっても
よい。なお、制御データは、チャネル品質情報（ＣＱＩおよび／またはＰＭＩ）、ＨＡＲ
Ｑ応答情報（ＨＡＲＱ－ＡＣＫ）、およびランク情報（ＲＩ）という形で送信される。つ
まり、制御データは、上りリンク制御情報という形で送信される。
【００８５】
　物理上りリンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ：　Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｕｐｌｉｎｋ　Ｃｏ
ｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ）は、物理下りリンク共用チャネルで送信された下りリンク
データの受信確認応答（ＡＣＫ／ＮＡＣＫ：　Ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅｍｅｎｔ／Ｎｅｇ
ａｔｉｖｅ　Ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅｍｅｎｔ）や下りリンクの伝搬路情報（チャネル状
態情報）の通知、上りリンクのリソース割り当て要求（無線リソース要求）であるスケジ
ューリングリクエスト（ＳＲ：　Ｓｃｈｅｄｕｌｉｎｇ　Ｒｅｑｕｅｓｔ）を行なうため
に使用される。チャネル状態情報（ＣＳＩ：　Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｓｔａｔｅ　Ｉｎｆｏｒ
ｍａｔｉｏｎ）は、チャネル品質指標（ＣＱＩ：　Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｑｕａｌｉｔｙ　Ｉ
ｎｄｉｃａｔｏｒ）、プリコーディングマトリックス指標（ＰＭＩ：　Ｐｒｅｃｏｄｉｎ
ｇ　Ｍａｔｒｉｘ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）、プリコーディングタイプ指標（ＰＴＩ：　Ｐ
ｒｅｃｏｄｉｎｇ　Ｔｙｐｅ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）、ランク指標（ＲＩ：　Ｒａｎｋ　
Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）を含む。各インディケータ（Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）は、インディケ
ーション（Ｉｎｄｉｃａｔｉｏｎ）と表記される場合もあるが、その用途と意味は同じで
ある。また、送信するＵＣＩに応じて、ＰＵＣＣＨのフォーマットを切り替えてもよい。
例えば、ＵＣＩがＨＡＲＱ－ＡＣＫおよび／またはＳＲから構成される場合、ＵＣＩはフ
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ォーマット１／１ａ／１ｂ／３のＰＵＣＣＨ（ＰＵＣＣＨ　ｆｏｒｍａｔ　１／１ａ／１
ｂ／３）で送信されてもよい。また、ＵＣＩがＣＳＩから構成される場合、ＵＣＩはフォ
ーマット２／２ａ／２ｂのＰＵＣＣＨ（ＰＵＣＣＨ　ｆｏｒｍａｔ　２／２ａ／２ｂ）で
送信されてもよい。また、ＰＵＣＣＨフォーマット１／１ａ／１ｂには、ＳＲＳとの衝突
を避けるために、１シンボル分パンクチャした短縮フォーマット（ｓｈｏｒｔｅｎｅｄ　
ｆｏｒｍａｔ）とパンクチャしていない標準フォーマット（Ｎｏｒｍａｌ　ｆｏｒｍａｔ
）がある。例えば、同じサブフレームでＰＵＣＣＨとＳＲＳの同時送信が有効である場合
は、ＳＲＳサブフレームでＰＵＣＣＨフォーマット１／１ａ／１ｂは短縮フォーマットで
送信される。同じサブフレームでＰＵＣＣＨとＳＲＳの同時送信が有効でない場合は、Ｓ
ＲＳサブフレームでＰＵＣＣＨフォーマット１／１ａ／１ｂは標準フォーマットで送信さ
れる。その際、ＳＲＳの送信が生じたとしてもＳＲＳは送信されなくてもよい。
【００８６】
　ＣＳＩ報告（ＣＳＩ　ｒｅｐｏｒｔｉｎｇ）は、周期的ＣＳＩ報告（Ｐ－ＣＳＩ　ｒｅ
ｐｏｒｔｉｎｇ）と非周期的ＣＳＩ報告（Ａ－ＣＳＩ　ｒｅｐｏｒｔｉｎｇ）を含む。周
期的ＣＳＩ報告は、ＲＲＣによって設定された場合、その設定に基づいて周期的にチャネ
ル状態情報を報告する。非周期的ＣＳＩ報告は、ＤＣＩフォーマットに含まれているＣＳ
Ｉリクエストに基づいて、所定のサブフレームで非周期的なチャネル状態情報を報告する
。周期的ＣＳＩ報告は、ＰＵＣＣＨまたはＰＵＳＣＨで送信される。非周期的ＣＳＩ報告
は、ＰＵＳＣＨで送信される。端末装置２は、ＤＣＩフォーマットに含まれる情報（ＣＳ
Ｉリクエスト）に基づいて指示された場合、ＰＵＳＣＨで上りリンクデータを伴わないＣ
ＳＩを送信することもできる。
【００８７】
　ＣＳＩは、ＲＩ、ＰＭＩ、ＣＱＩ、およびＰＴＩを含む。ＲＩは、送信レイヤーの数（
ランク数）を示す。ＰＭＩは、予め規定されたプレコーディング行列を示す情報である。
ＰＭＩは、１つの情報または２つの情報により、１つのプレコーディング行列を示す。２
つの情報を用いる場合のＰＭＩは、第１のＰＭＩと第２のＰＭＩとも呼称される。ＣＱＩ
は、予め規定された変調方式と符号化率との組み合わせを示す情報である。基地局装置１
に推奨するＣＳＩを報告する。端末装置２は、トランスポートブロック（コードワード）
毎に、所定の受信品質を満たすＣＱＩを報告する。
【００８８】
　周期的ＣＳＩ報告が可能なサブフレーム（ｒｅｐｏｒｔｉｎｇ　ｉｎｓｔａｎｃｅｓ）
は、上位層で設定される情報（ＣＱＩＰＭＩインデックス、ＲＩインデックス）に基づい
て、報告の周期およびサブフレームオフセットによって決定される。なお、上位層で設定
される情報は、ＣＳＩを測定するために設定されるサブフレームセット毎に設定可能であ
る。複数のサブフレームセットに対して１つの情報しか設定されない場合、その情報は、
サブフレームセット間で共通であるとみなしてもよい。
【００８９】
　送信モード１～９で設定された端末装置２に対して、各サービングセルに対して１つの
Ｐ－ＣＳＩ報告は、上位層シグナリングによって設定される。
【００９０】
　送信モード１０で設定された端末装置２に対して、各サービングセルに対して１つ以上
のＰ－ＣＳＩ報告は、上位層シグナリングによって設定される。
【００９１】
　送信モード９または１０で設定された端末装置２に対して、８ＣＳＩ－ＲＳポートが設
定され、ワイドバンドＣＱＩでシングルＰＭＩの報告モード（モード１－１）が上位層シ
グナリングによってあるパラメータ（ＰＵＣＣＨ＿ｆｏｒｍａｔ１－１＿ＣＳＩ＿ｒｅｐ
ｏｒｔｉｎｇ＿ｍｏｄｅ）を用いてサブモード１もしくはサブモード２に設定される。
【００９２】
　端末選択サブバンドＣＱＩ（ＵＥ－ｓｅｌｅｃｔｅｄ　ｓｕｂｂａｎｄ　ＣＱＩ）に対
して、あるサービングセルのあるサブフレームでのＣＱＩ報告は、帯域幅パートとして示
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されるサービングセルの帯域幅の特定の部分（一部）におけるチャネル品質の報告である
。
【００９３】
　ＣＳＩ報告タイプは、ＰＵＣＣＨ　ＣＳＩ報告モードをサポートしている。ＣＳＩ報告
タイプは、ＰＵＣＣＨ報告タイプ（ＰＵＣＣＨ　ｒｅｐｏｒｔｉｎｇ　ｔｙｐｅ）と呼称
される場合もある。タイプ１報告は、端末選択サブバンドに対するＣＱＩフィードバック
をサポートしている。タイプ１ａ報告は、サブバンドＣＱＩと第２のＰＭＩフィードバン
クをサポートしている。タイプ２、タイプ２ｂ、タイプ２ｃ報告は、ワイドバンドＣＱＩ
とＰＭＩフィードバックをサポートしている。タイプ２ａ報告は、ワイドバンドＰＭＩフ
ィードバンクをサポートしている。タイプ３報告は、ＲＩフィードバックをサポートして
いる。タイプ４報告は、ワイドバンドＣＱＩをサポートしている。タイプ５報告は、ＲＩ
とワイドバンドＰＭＩフィードバックをサポートしている。タイプ６報告は、ＲＩとＰＴ
Ｉフィードバックをサポートしている。
【００９４】
　上りリンク参照信号（ＵＬ－ＲＳ：　Ｕｐｌｉｎｋ　Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａ
ｌ）は、復調参照信号（ＤＭＲＳ：　Ｄｅｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ　Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　
Ｓｉｇｎａｌ）と、サウンディング参照信号（ＳＲＳ：　Ｓｏｕｎｄｉｎｇ　Ｒｅｆｅｒ
ｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ）を含む。復調参照信号は、基地局装置１が、物理上りリンク制
御チャネルＰＵＣＣＨおよび／または物理上りリンク共用チャネルＰＵＳＣＨを復調する
ために使用する。サウンディング参照信号は、基地局装置１が、主に、上りリンクのチャ
ネル状態を推定するために使用する。また、サウンディング参照信号は、上位層によって
周期的に送信するように設定される周期的サウンディング参照信号（Ｐ－ＳＲＳ：　Ｐｅ
ｒｉｏｄｉｃ　ＳＲＳ）と、下りリンク制御情報フォーマットに含まれるＳＲＳリクエス
トによって送信が要求される非周期的サウンディング参照信号（Ａ－ＳＲＳ：　Ａｐｅｒ
ｉｏｄｉｃ　ＳＲＳ）とを含む。上りリンク参照信号は、上りリンクパイロット信号、上
りリンクパイロットチャネルと呼称する場合もある。
【００９５】
　なお、これらの上りリンク参照信号の系列は、擬似ランダム系列に基づいて生成されて
もよい。また、これらの上りリンク参照信号の系列は、Ｚａｄｏｆｆ－Ｃｈｕ系列に基づ
いて生成されてもよい。また、これらの上りリンク参照信号の系列は、ゴールド系列に基
づいて生成されてもよい。また、これらの上りリンク参照信号の系列は、擬似ランダム系
列やＺａｄｏｆｆ－Ｃｈｕ系列、ゴールド系列の亜種・変形であってもよい。
【００９６】
　また、周期的サウンディング参照信号をピリオディックサウンディング参照信号、トリ
ガータイプ０サウンディング参照信号（Ｔｒｉｇｇｅｒ　Ｔｙｐｅ　０　ＳＲＳ）と呼称
する場合もある。また、非周期的サウンディング参照信号をアピリオディックサウンディ
ング参照信号、トリガータイプ１サウンディング参照信号（Ｔｒｉｇｇｅｒ　Ｔｙｐｅ　
１　ＳＲＳ）と呼称する場合もある。
【００９７】
　さらに、Ａ－ＳＲＳは、協調通信において、上りリンクのチャネル推定用に特化した信
号（例えば、トリガータイプ１ａＳＲＳと呼称される場合もある）と、ＴＤＤにおけるチ
ャネル相反性（ｃｈａｎｎｅｌ　ｒｅｃｉｐｒｏｃｉｔｙ）を利用してチャネル状態（Ｃ
ＳＩ，ＣＱＩ，ＰＭＩ，ＲＩ）を基地局装置１に測定させるために使用される信号（例え
ば、トリガータイプ１ｂＳＲＳと呼称される場合もある）とに分けられてもよい。なお、
ＤＭＲＳはＰＵＳＣＨとＰＵＣＣＨそれぞれに対応して、設定される。また、ＤＭＲＳは
、ＰＵＳＣＨまたはＰＵＣＣＨと同じサブフレームで時間多重されて、送信される。
【００９８】
　また、ＤＭＲＳは、ＰＵＳＣＨとＰＵＣＣＨに対して、時間多重方法が異なってもよい
。例えば、ＰＵＳＣＨに対するＤＭＲＳは、７シンボルで構成される１スロット内に１シ
ンボルだけ配置される。ＰＵＣＣＨに対するＤＭＲＳは、７シンボルで構成される１スロ
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ット内に３シンボル配置される。
【００９９】
　ＳＲＳの送信において、上位層シグナリングによって種々のパラメータ（帯域幅、サイ
クリックシフト、送信サブフレームなど）が通知される。ＳＲＳを送信するサブフレーム
は、上位層シグナリングによって通知されるＳＲＳの設定に含まれる送信サブフレームに
関する情報に基づいて、決定される。送信サブフレームに関する情報は、セル固有に設定
される情報（共有情報）と端末装置固有に設定される情報（専用情報、個別情報）とを含
む。セル固有に設定される情報は、セル内のすべての端末装置２が共有するＳＲＳが送信
されるサブフレームを示す情報を含む。端末装置固有に設定される情報は、セル固有に設
定されるサブフレームのサブセットとなるサブフレームオフセットと周期（ｐｅｒｉｏｄ
ｉｃｉｔｙ）を示す情報が含まれる。これらの情報によって、端末装置２は、ＳＲＳを送
信することができるサブフレーム（ＳＲＳサブフレーム、ＳＲＳ送信サブフレームと呼称
する場合もある）を決定することができる。端末装置２は、セル固有に設定されたＳＲＳ
が送信されるサブフレームにおいて、ＰＵＳＣＨを送信する場合、ＳＲＳが送信されるシ
ンボル分だけＰＵＳＣＨの時間リソースをパンクチャし、該時間リソースでＰＵＳＣＨを
送信することができる。このことにより、端末装置２間のＰＵＳＣＨの送信とＳＲＳの送
信の衝突を回避することができる。ＰＵＳＣＨを送信する端末装置２に対しては、特性劣
化を防ぐことができる。また、ＳＲＳを送信する端末装置２に対しては、チャネル推定精
度を確保することができる。ここで、端末装置固有に設定される情報は、Ｐ－ＳＲＳとＡ
－ＳＲＳとで独立に設定されてもよい。
【０１００】
　例えば、第１の上りリンク参照信号は、上位層シグナリングによって種々のパラメータ
が設定された場合に、設定された送信サブフレームに基づいて周期的に送信される。また
、第２の上りリンク参照信号は、下りリンク制御情報フォーマットに含まれる第２の上り
リンク参照信号の送信要求に関するフィールド（ＳＲＳリクエスト）によって、送信要求
が指示される場合に、非周期的に送信される。端末装置２は、ある下りリンク制御情報フ
ォーマットに含まれるＳＲＳリクエストがポジティブまたはポジティブに相当するインデ
ックス（値）を示している場合、所定の送信サブフレームでＡ－ＳＲＳを送信する。また
、端末装置２は、検出したＳＲＳリクエストがネガティブまたはネガティブに相当するイ
ンデックス（値）を示す場合、所定のサブフレームでＡ－ＳＲＳを送信しない。なお、セ
ル固有に設定される情報（共有パラメータ、共有情報）は、システム情報または専用制御
チャネル（ＤＣＣＨ：　Ｄｅｄｉｃａｔｅｄ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ）を用い
て通知される。また、端末装置固有に設定される情報（専用パラメータ、個別パラメータ
、専用情報、個別情報）は、共有制御チャネル（ＣＣＣＨ：　Ｃｏｍｍｏｎ　Ｃｏｎｔｒ
ｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ）を用いて通知される。これらの情報は、ＲＲＣメッセージで通知
されてもよい。ＲＲＣメッセージは、上位層によって通知されてもよい。
【０１０１】
　物理ランダムアクセスチャネル（ＰＲＡＣＨ：　Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｒａｎｄｏｍ　Ａ
ｃｃｅｓｓ　Ｃｈａｎｎｅｌ）は、プリアンブル系列を通知するために使用されるチャネ
ルであり、ガードタイムを有する。プリアンブル系列は、６４種類のシーケンスを用意し
て６ビットの情報を表現するように構成されている。物理ランダムアクセスチャネルは、
端末装置２の基地局装置１へのアクセス手段として用いられる。端末装置２は、スケジュ
ーリング要求（ＳＲ：　Ｓｃｈｅｄｕｌｉｎｇ　Ｒｅｑｕｅｓｔ）に対する物理上りリン
ク制御チャネル未設定時の無線リソース要求や、上りリンク送信タイミングを基地局装置
の受信タイミングウィンドウに合わせるために必要な送信タイミング調整情報（タイミン
グアドバンス（ＴＡ：　Ｔｉｍｉｎｇ　Ａｄｖａｎｃｅ）とも呼称される）を基地局装置
１に要求するために物理ランダムアクセスチャネルを用いる。
【０１０２】
　具体的には、端末装置２は、基地局装置１より設定された物理ランダムアクセスチャネ
ル用の無線リソースを用いてプリアンブル系列を送信する。送信タイミング調整情報を受
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信した端末装置２は、報知情報によって共通的に設定される（またはレイヤー３メッセー
ジで個別に設定される）送信タイミング調整情報の有効時間を計時する送信タイミングタ
イマーを設定し、送信タイミングタイマーの有効時間中（計時中）は送信タイミング調整
状態、有効期間外（停止中）は送信タイミング非調整状態（送信タイミング未調整状態）
として上りリンクの状態を管理する。レイヤー３メッセージは、端末装置２と基地局装置
１の無線リソース制御（ＲＲＣ：　Ｒａｄｉｏ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）層
でやり取りされる制御平面（Ｃ－ｐｌａｎｅ：　Ｃｏｎｔｒｏｌ－ｐｌａｎｅ）のメッセ
ージであり、ＲＲＣシグナリングまたはＲＲＣメッセージと同義の意味で使用される。ま
た、ＲＲＣシグナリングは、上位層シグナリングや専用シグナリング（Ｄｅｄｉｃａｔｅ
ｄ　ｓｉｇｎａｌｉｎｇ）と呼称する場合もある。
【０１０３】
　ランダムアクセスプロシージャには、コンテンションベースのランダムアクセスプロシ
ージャ（Ｃｏｎｔｅｎｔｉｏｎ　ｂａｓｅｄ　Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　ｐｒｏｃｅ
ｄｕｒｅ）とノンコンテンションベースのランダムアクセスプロシージャ（Ｎｏｎ－ｃｏ
ｎｔｅｎｔｉｏｎ　ｂａｓｅｄ　Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　ｐｒｏｃｅｄｕｒｅ）の
２つのランダムアクセスプロシージャが含まれる。コンテンションベースのランダムアク
セスプロシージャは、複数の端末装置２間で衝突が発生する可能性のあるランダムアクセ
スである。
【０１０４】
　また、ノンコンテンションベースのランダムアクセスプロシージャは、複数の端末装置
２間で衝突が発生しないランダムアクセスである。
【０１０５】
　ノンコンテンションベースのランダムアクセスプロシージャは、３ステップから成り、
下りリンクの専用シグナリング（Ｄｅｄｉｃａｔｅｄ　ｓｉｇｎａｌｉｎｇ）によって、
ランダムアクセスプリアンブルアサインメント（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｐｒｅａ
ｍｂｌｅ　ａｓｓｉｇｎｍｅｎｔ）が基地局装置１から端末装置２に通知される。その際
、ランダムアクセスプリアンブルアサインメントは、基地局装置１が端末装置２に対して
ノンコンテンション用のランダムアクセスプリアンブルを割り当て、ハンドオーバに対す
るソース基地局装置（Ｓｏｕｒｃｅ　ｅＮＢ）によって送信され、ターゲット基地局装置
（Ｔａｒｇｅｔ　ｅＮＢ）によって生成されたハンドオーバコマンド、または、下りリン
クデータアライバルの場合ＰＤＣＣＨによってシグナルされる。
【０１０６】
　そのランダムアクセスプリアンブルアサインメントを受信した端末装置２は、上りリン
クにおいてＲＡＣＨでランダムアクセスプリアンブル（メッセージ１）を送信する。その
際、端末装置２は、割り当てられたノンコンテンション用のランダムアクセスプリアンブ
ルを送信する。
【０１０７】
　ランダムアクセスプリアンブルを受信した基地局装置１は、下りリンクデータ（ＤＬ－
ＳＣＨ：　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｓｈａｒｅｄ　Ｃｈａｎｎｅｌ）でランダムアクセスレス
ポンスを端末装置２へ送信する。また、ランダムアクセスレスポンスで送信される情報に
は、ハンドオーバに対する最初の上りリンクグラント（ランダムアクセスレスポンスグラ
ント）とタイミング調整情報（Ｔｉｍｉｎｇ　Ａｌｉｇｎｍｅｎｔ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉ
ｏｎ）、下りリンクデータアライバルに対するタイミング調整情報、ランダムアクセスプ
リアンブル識別子が含まれる。下りリンクデータは下りリンク共用チャネルデータ（ＤＬ
－ＳＣＨデータ）と呼称される場合もある。
【０１０８】
　ここで、ノンコンテンションベースのランダムアクセスプロシージャは、ハンドオーバ
、下りリンクデータアライバル、ポジショニングに対して適用される。コンテンションベ
ースのランダムアクセスプロシージャは、ＲＲＣ＿ＩＤＬＥからの初期アクセス、ＲＲＣ
コネクションの再確立、ハンドオーバ、下りリンクデータアライバル、上りリンクデータ
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アライバルに対して適用される。
【０１０９】
　本実施形態に関わるランダムアクセスプロシージャは、コンテンションベースのランダ
ムアクセスプロシージャである。コンテンションベースのランダムアクセスプロシージャ
の例を説明する。
【０１１０】
　端末装置２は、基地局装置１によって送信されたシステム情報ブロックタイプ２（ＳＩ
Ｂ２）を取得する。ＳＩＢ２は、セル内における全ての端末装置２（または、複数の端末
装置２）に対して共通の設定（共通の情報）である。例えば、該共通の設定には、ＰＲＡ
ＣＨの設定が含まれる。
【０１１１】
　端末装置２は、ランダムアクセスプリアンブルの番号をランダムに選択する。また、端
末装置２は、選択した番号のランダムアクセスプリアンブル（メッセージ１）を、ＰＲＡ
ＣＨを用いて基地局装置１に送信する。基地局装置１は、ランダムアクセスプリアンブル
を用いて上りリンクの送信タイミングを推定する。
【０１１２】
　基地局装置１は、ＰＤＳＣＨを用いてランダムアクセスレスポンス（メッセージ２）を
送信する。ランダムアクセスレスポンスには、基地局装置１によって検出されたランダム
アクセスプリアンブルに対する複数の情報が含まれる。例えば、該複数の情報には、ラン
ダムアクセスプリアンブルの番号、Ｔｅｍｐｏｒａｒｙ　Ｃ－ＲＮＴＩ、ＴＡコマンド（
Ｔｉｍｉｎｇ　Ａｄｖａｎｃｅ　Ｃｏｍｍａｎｄ）、および、ランダムアクセスレスポン
スグラントが含まれる。
【０１１３】
　端末装置２は、ランダムアクセスレスポンスグラントを用いてスケジューリングされた
ＰＵＳＣＨで、上りリンクデータ（メッセージ３）を送信（初期送信）する。該上りリン
クデータには、端末装置２を識別するための識別子（ＩｎｉｔｉａｌＵＥ－Ｉｄｅｎｔｉ
ｔｙまたはＣ－ＲＮＴＩを示す情報）が含まれる。
【０１１４】
　基地局装置１は、上りリンクデータの復号に失敗した場合、Ｔｅｍｐｏｒａｒｙ　Ｃ－
ＲＮＴＩによってスクランブルされたＣＲＣパリティビットが付加されたＤＣＩフォーマ
ットを用いて、上りリンクデータの再送信を指示する。端末装置２は、該ＤＣＩフォーマ
ットによって上りリンクデータの再送信を指示された場合、Ｔｅｍｐｏｒａｒｙ　Ｃ－Ｒ
ＮＴＩによってスクランブルされたＣＲＣパリティビットが付加されたＤＣＩフォーマッ
トを用いてスケジュールされたＰＵＳＣＨで、同一の上りリンクデータを再送信する。
【０１１５】
　また、基地局装置１は、上りリンクデータの復号に失敗した場合、ＰＨＩＣＨ（ＮＡＣ
Ｋ）を用いて、上りリンクデータの再送信を指示することができる。端末装置２は、該Ｎ
ＡＣＫによって上りリンクデータの再送信を指示された場合、ＰＵＳＣＨで、同一の上り
リンクデータを再送信する。
【０１１６】
　基地局装置１は、上りリンクデータの復号に成功し、上りリンクデータを取得すること
によって、何れの端末装置２がランダムアクセスプリアンブルおよび上りリンクデータの
送信を行なっていたかを知ることができる。すなわち、基地局装置１は、上りリンクデー
タの復号に成功する前は、何れの端末装置２がランダムアクセスプリアンブルおよび上り
リンクデータの送信を行なっているかを知ることはできない。
【０１１７】
　基地局装置１は、ＩｎｉｔｉａｌＵＥ－Ｉｄｅｎｔｉｔｙを含むメッセージ３を受信し
た場合、受信したＩｎｉｔｉａｌＵＥ－Ｉｄｅｎｔｉｔｙに基づいて生成したコンテンシ
ョンレゾリューション識別子（ｃｏｎｔｅｎｔｉｏｎ　ｒｅｓｏｌｕｔｉｏｎ　ｉｄｅｎ
ｔｉｔｙ）（メッセージ４）を、ＰＤＳＣＨを用いて端末装置２に送信する。端末装置２



(23) JP 2017-85188 A 2017.5.18

10

20

30

40

50

は、受信したコンテンションレゾリューション識別子と、送信したＩｎｉｔｉａｌＵＥ－
Ｉｄｅｎｔｉｔｙがマッチした場合に、（１）ランダムアクセスプリアンブルのコンテン
ションレゾリューションに成功したとみなし、（２）Ｔｅｍｐｏｒａｒｙ　Ｃ－ＲＮＴＩ
の値をＣ－ＲＮＴＩにセットし、（３）Ｔｅｍｐｏｒａｒｙ　Ｃ－ＲＮＴＩを破棄し、（
４）ランダムアクセスプロシージャが正しく完了したとみなす。
【０１１８】
　また、基地局装置１は、Ｃ－ＲＮＴＩを示す情報を含むメッセージ３を受信した場合、
受信したＣ－ＲＮＴＩによってスクランブルされたＣＲＣパリティビットが付加されたＤ
ＣＩフォーマット（メッセージ４）を、端末装置２に送信する。端末装置２は、Ｃ－ＲＮ
ＴＩによってスクランブルされたＣＲＣパリティビットが付加されたＤＣＩフォーマット
をデコードした場合に、（１）ランダムアクセスプリアンブルのコンテンションレゾリュ
ーションに成功したとみなし、（２）Ｔｅｍｐｏｒａｒｙ　Ｃ－ＲＮＴＩを破棄し、（３
）ランダムアクセスプロシージャが正しく完了したとみなす。
【０１１９】
　すなわち、基地局装置１は、コンテンションベースのランダムアクセスプロシージャの
一環として（ａｓ　ｐａｒｔ　ｏｆ　ｃｏｎｔｅｎｔｉｏｎ　ｂａｓｅｄ　ｒａｎｄｏｍ
　ａｃｃｅｓｓ　ｐｒｏｃｅｄｕｒｅ）、ランダムアクセスレスポンスグラントを用いて
、ＰＵＳＣＨをスケジュールする。
【０１２０】
　端末装置２は、ランダムアクセスレスポンスグラントを用いてスケジュールされたＰＵ
ＳＣＨで、上りリンクデータ（メッセージ３）を送信する。すなわち、端末装置２は、コ
ンテンションベースのランダムアクセスプロシージャの一環として、ランダムアクセスレ
スポンスグラントに対応するＰＵＳＣＨでの送信を行なう。
【０１２１】
　また、基地局装置１は、コンテンションベースのランダムアクセスプロシージャの一環
として、Ｔｅｍｐｏｒａｒｙ　Ｃ－ＲＮＴＩによってスクランブルされたＣＲＣが付加さ
れたＤＣＩフォーマットを用いて、ＰＵＳＣＨをスケジュールする。また、基地局装置１
は、コンテンションベースのランダムアクセスプロシージャの一環として、ＰＨＩＣＨ（
ＮＡＣＫ）を用いて、ＰＵＳＣＨでの送信をスケジュール／指示する。
【０１２２】
　端末装置２は、Ｔｅｍｐｏｒａｒｙ　Ｃ－ＲＮＴＩによってスクランブルされたＣＲＣ
が付加されたＤＣＩフォーマットを用いてスケジュールされたＰＵＳＣＨで、上りリンク
データ（メッセージ３）を送信（再送信）する。また、端末装置２は、ＰＨＩＣＨの受信
に応じて、スケジュールされたＰＵＳＣＨで、上りリンクデータ（メッセージ３）を送信
（再送信）する。すなわち、端末装置２は、コンテンションベースのランダムアクセスプ
ロシージャの一環として、同一の上りリンクデータ（トランスポートブロック）の再送信
に対応するＰＵＳＣＨでの送信を行なう。
【０１２３】
　ＴＤＤ方式において、基地局装置１は、スペシャルサブフレームのＤｗＰＴＳにおいて
、ＰＣＦＩＣＨ、ＰＨＩＣＨ、ＰＤＣＣＨ、ＥＰＤＣＣＨ、ＰＤＳＣＨ、同期信号、およ
び、下りリンク参照信号を送信してもよい。また、基地局装置１は、スペシャルサブフレ
ームのＤｗＰＴＳにおいて、ＰＢＣＨを送信しなくてもよい。
【０１２４】
　また、ＴＤＤ方式において、端末装置２は、スペシャルサブフレームのＵｐＰＴＳにお
いて、ＰＲＡＣＨ、およびＳＲＳを送信してもよい。また、端末装置２は、スペシャルサ
ブフレームのＵｐＰＴＳにおいて、ＰＵＣＣＨ、ＰＵＳＣＨ、およびＤＭＲＳを送信しな
くてもよい。
【０１２５】
　また、ＴＤＤ方式において、端末装置２は、スペシャルサブフレームがＧＰおよびＵｐ
ＰＴＳのみによって構成されている場合には、スペシャルサブフレームのＵｐＰＴＳにお
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いて、ＰＵＣＣＨおよび／またはＰＵＳＣＨおよび／またはＤＭＲＳを送信してもよい。
【０１２６】
　以下、論理チャネルについて説明する。論理チャネルは、ＲＲＣメッセージや情報要素
を伝送するために用いられる。また、論理チャネルは、トランスポートチャネルを介して
、物理チャネルで送信される。
【０１２７】
　報知制御チャネル（ＢＣＣＨ：　Ｂｒｏａｄｃａｓｔ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅ
ｌ）は、システム制御情報を報知するために用いられる論理チャネルである。例えば、シ
ステム情報や初期アクセスに必要な情報は、このチャネルを用いて送信される。ＭＩＢ（
Ｍａｓｔｅｒ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｂｌｏｃｋ）やＳＩＢ１（Ｓｙｓｔｅｍ　Ｉｎ
ｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｂｌｏｃｋ　Ｔｙｐｅ　１）は、この論理チャネルを用いて送信さ
れる。
【０１２８】
　共有制御チャネル（ＣＣＣＨ：　Ｃｏｍｍｏｎ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ）は
、ネットワーク（基地局）が、ＲＲＣコネクションを持たない端末装置およびＲＲＣコネ
クションを持つ端末装置と、制御情報を送信および受信するために用いられる論理チャネ
ルである。例えば、端末固有の制御情報や設定情報は、共有制御チャネルを用いて送信さ
れる。
【０１２９】
　専用制御チャネル（ＤＣＣＨ：　Ｄｅｄｉｃａｔｅｄ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅ
ｌ）は、ネットワーク（基地局）が、ＲＲＣコネクションを持つ端末装置と、専用制御情
報（個別制御情報）を送信および受信するために用いられる論理チャネルである。例えば
、セル固有の再設定情報は、専用制御チャネルを用いて送信される。
【０１３０】
　ＣＣＣＨやＤＣＣＨを用いるシグナリングはＲＲＣシグナリングとも呼称される。
【０１３１】
　上りリンク電力制御に関する情報は、報知情報として通知される情報と、同じセル内の
端末装置２間で共有される情報（共有情報）として通知される情報と、端末装置固有の専
用情報として通知される情報と、を含む。端末装置２は、報知情報として通知される情報
のみ、または、報知情報／共有情報として通知される情報と、専用情報として通知される
情報に基づいて送信電力をセットする。
【０１３２】
　無線リソース制御設定共有情報は、報知情報（またはシステム情報）として通知されて
もよい。また、無線リソース制御設定共有情報は、専用情報（モビリティ制御情報）とし
て通知されてもよい。
【０１３３】
　無線リソース設定は、ランダムアクセスチャネル（ＲＡＣＨ）設定、報知制御チャネル
（ＢＣＣＨ）設定、ページング制御チャネル（ＰＣＣＨ）設定、物理ランダムアクセスチ
ャネル（ＰＲＡＣＨ）設定、物理下りリンク共用チャネル（ＰＤＳＣＨ）設定、物理上り
リンク共用チャネル（ＰＵＳＣＨ）設定、物理上りリンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）設
定、サウンディング参照信号（ＳＲＳ）設定、上りリンク電力制御に関する設定、上りリ
ンクサイクリックプレフィックス長に関する設定などを含む。つまり、無線リソース設定
は、物理チャネル／物理信号を生成するために用いられるパラメータを通知するために設
定される。報知情報として通知される場合と再設定情報として通知される場合で、通知さ
れるパラメータ（情報要素）は異なっていてもよい。
【０１３４】
　種々の物理チャネル／物理信号（ＰＲＡＣＨ，ＰＵＣＣＨ，ＰＵＳＣＨ、ＳＲＳ，ＵＬ
　ＤＭＲＳ、ＣＲＳ、ＣＳＩ－ＲＳ、ＰＤＣＣＨ、ＰＤＳＣＨ、ＰＳＳ／ＳＳＳ、ＵＥＲ
Ｓ，ＰＢＣＨ，ＰＭＣＨなど）に関するパラメータを設定するために必要な情報要素は、
同一セル内の端末装置２間で共有される共有設定情報と、端末装置２毎に設定される専用
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設定情報で構成される。共有設定情報は、システム情報で送信されてもよい。また、共有
設定情報は、再設定を行なう場合には、専用情報として送信されてもよい。これらの設定
は、パラメータの設定を含む。パラメータの設定とは、パラメータの値の設定を含む。パ
ラメータの設定とは、パラメータがテーブル管理されている場合、インデックスの値の設
定を含む。
【０１３５】
　上記物理チャネルのパラメータに関する情報は、ＲＲＣメッセージを用いて端末装置２
へ送信される。つまり、端末装置２は、受信したＲＲＣメッセージに基づいて、各物理チ
ャネルのリソース割り当てや送信電力を設定する。ＲＲＣメッセージには、報知チャネル
に関するメッセージ、マルチキャストチャネルに関するメッセージ、ページングチャネル
に関するメッセージ、下りリンクの各チャネルに関するメッセージ、上りリンクの各チャ
ネルに関するメッセージなどがある。各ＲＲＣメッセージは、情報要素（ＩＥ：　Ｉｎｆ
ｏｒｍａｔｉｏｎ　ｅｌｅｍｅｎｔ）を含んで構成されてもよい。また、情報要素は、パ
ラメータに相当する情報が含まれてもよい。なお、ＲＲＣメッセージは、メッセージと呼
称される場合もある。また、メッセージクラスは、１つ以上のメッセージのセットである
。メッセージには、情報要素が含まれてもよい。情報要素には、無線リソース制御に関す
る情報要素、セキュリティ制御に関する情報要素、モビリティ制御に関する情報要素、測
定に関する情報要素、マルチメディアブロードキャストマルチキャストサービス（ＭＢＭ
Ｓ：　Ｍｕｌｔｉｍｅｄｉａ　Ｂｒｏａｄｃａｓｔ　Ｍｕｌｔｉｃａｓｔ　Ｓｅｒｖｉｃ
ｅ）に関する情報要素などがある。また、情報要素には、下位の情報要素が含まれてもよ
い。情報要素は、パラメータとして設定されてもよい。また、情報要素は、１つ以上のパ
ラメータを示す制御情報として定義されてもよい。
【０１３６】
　情報要素（ＩＥ：　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｅｌｅｍｅｎｔ）は、システム情報（Ｓ
Ｉ：　Ｓｙｓｔｅｍ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）または専用シグナリング（Ｄｅｄｉｃａ
ｔｅｄ　ｓｉｇｎａｌｉｎｇ）で種々のチャネル／信号／情報に対するパラメータを規定
（指定、設定）するために使われる。ある情報要素は、１つ以上のフィールドを含む。情
報要素は、１つ以上の情報要素で構成されてもよい。なお、情報要素に含まれるフィール
ドをパラメータと呼称する場合もある。つまり、情報要素は、１種類（１つ）以上のパラ
メータを含んでもよい。端末装置２は、種々のパラメータに基づいて無線リソース割り当
て制御や上りリンク電力制御、送信制御等を行なう。システム情報は情報要素として定義
されてもよい。
【０１３７】
　情報要素を構成するフィールドには、情報要素が設定されてもよい。また、情報要素を
構成するフィールドには、パラメータが設定されてもよい。ＲＲＣメッセージは、１つ以
上の情報要素を含む。また、複数のＲＲＣメッセージがセットされたＲＲＣメッセージを
メッセージクラスと呼称する。
【０１３８】
　システム情報を用いて端末装置２に通知される上りリンク送信電力制御に関するパラメ
ータには、ＰＵＳＣＨに対する標準電力、ＰＵＣＣＨに対する標準電力、伝搬路損失補償
係数α、ＰＵＣＣＨフォーマット毎に設定される電力オフセットのリスト、プリアンブル
とメッセージ３の電力オフセットがある。さらに、システム情報を用いて端末装置２に通
知されるランダムアクセスチャネルに関するパラメータには、プリアンブルに関するパラ
メータ、ランダムアクセスチャネルの送信電力制御に係るパラメータ、ランダムアクセス
プリアンブルの送信制御に係るパラメータがある。これらのパラメータは、初期アクセス
時または無線リンク障害（ＲＬＦ：　Ｒａｄｉｏ　Ｌｉｎｋ　Ｆａｉｌｕｒｅ）発生後の
再接続／再確立時に使用される。
【０１３９】
　送信電力を設定するために用いられる情報は、報知情報として端末装置２に通知されて
もよい。また、送信電力を設定するために用いられる情報は、共有情報として端末装置２
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に通知されてもよい。また、送信電力を設定するために用いられる情報は、専用情報（個
別情報）として端末装置２に通知されてもよい。
【０１４０】
　第１の実施形態における通信システムは、基地局装置１（以下、アクセスポイント、ポ
イント、送信ポイント、受信ポイント、セル、サービングセル、送信装置、受信装置、送
信局、受信局、送信アンテナ群、送信アンテナポート群、受信アンテナ群、受信アンテナ
ポート群、通信装置、通信端末、ｅＮｏｄｅＢとも呼称される）として、プライマリー基
地局装置（マクロ基地局装置、第１の基地局装置、第１の通信装置、サービング基地局装
置、アンカー基地局装置、マスター基地局装置、第１のアクセスポイント、第１のポイン
ト、第１の送信ポイント、第１の受信ポイント、マクロセル、第１のセル、プライマリー
セル、マスターセル、マスタースモールセルとも呼称される）を備える。なお、プライマ
リーセルとマスターセル（マスタースモールセル）は独立に構成されてもよい。さらに、
第１の実施形態における通信システムは、セカンダリー基地局装置（ＲＲＨ（Ｒｅｍｏｔ
ｅ　Ｒａｄｉｏ　Ｈｅａｄ）、リモートアンテナ、張り出しアンテナ、分散アンテナ、第
２のアクセスポイント、第２のポイント、第２の送信ポイント、第２の受信ポイント、参
照点、小電力基地局装置（ＬＰＮ：　Ｌｏｗ　Ｐｏｗｅｒ　Ｎｏｄｅ）、マイクロ基地局
装置、ピコ基地局装置、フェムト基地局装置、スモール基地局装置、ローカルエリア基地
局装置、ファントム基地局装置、家庭（屋内）向け基地局装置（Ｈｏｍｅ　ｅＮｏｄｅＢ
，　Ｈｏｍｅ　ＮｏｄｅＢ，　ＨｅＮＢ，　ＨＮＢ）、第２の基地局装置、第２の通信装
置、協調基地局装置群、協調基地局装置セット、協調基地局装置、マイクロセル、ピコセ
ル、フェムトセル、スモールセル、ファントムセル、ローカルエリア、第２のセル、セカ
ンダリーセルとも呼称される）を備えてもよい。また、第１の実施形態に係る通信システ
ムは、端末装置２（以下、移動局、移動局装置、移動端末、受信装置、送信装置、受信端
末、送信端末、第３の通信装置、受信アンテナ群、受信アンテナポート群、送信アンテナ
群、送信アンテナポート群、ユーザ装置、ユーザ端末（ＵＥ：　Ｕｓｅｒ　Ｅｑｕｉｐｍ
ｅｎｔ）とも呼称される）を備える。ここで、セカンダリー基地局装置は、複数のセカン
ダリー基地局装置として示されてもよい。例えば、プライマリー基地局装置とセカンダリ
ー基地局装置は、ヘテロジーニアスネットワーク配置を利用して、セカンダリー基地局装
置のカバレッジの一部または全てが、プライマリー基地局装置のカバレッジに含まれ、端
末装置と通信が行なわれてもよい。
【０１４１】
　また、第１の実施形態に係る通信システムは、基地局装置１と端末装置２とで構成され
る。単一の基地局装置１は、１つ以上の端末装置２を管理してもよい。また、単一の基地
局装置１は、１つ以上のセル（サービングセル、プライマリーセル、セカンダリーセル、
フェムトセル、ピコセル、スモールセル、ファントムセル）を管理してもよい。また、単
一の基地局装置１は、１つ以上の周波数帯域（コンポーネントキャリア、キャリア周波数
）を管理してもよい。また、単一の基地局装置１は、１つ以上の小電力基地局装置（ＬＰ
Ｎ：　Ｌｏｗ　Ｐｏｗｅｒ　Ｎｏｄｅ）を管理してもよい。また、単一の基地局装置１は
、１つ以上の家庭（屋内）向け基地局装置（ＨｅＮＢ：　Ｈｏｍｅ　ｅＮｏｄｅＢ）を管
理してもよい。また、単一の基地局装置１は、１つ以上のアクセスポイントを管理しても
よい。基地局装置１間は、有線（光ファイバ、銅線、同軸ケーブルなど）または無線（Ｘ
２インタフェース、Ｘ３インタフェース、Ｘｎインタフェースなど）で接続されてもよい
。つまり、複数の基地局装置１間では、光ファイバで高速（遅延なし）で通信してもよい
（Ｉｄｅａｌ　ｂａｃｋｈａｕｌ）し、Ｘ２インタフェースで低速で通信してもよい（Ｎ
ｏｎ　ｉｄｅａｌ　ｂａｃｋｈａｕｌ）。その際、端末装置２の種々の情報（設定情報や
チャネル状態情報（ＣＳＩ）、端末装置２の機能情報（ＵＥ　ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ）、
ハンドオーバのための情報など）を通信してもよい。また、複数の基地局装置１は、ネッ
トワークで管理されてもよい。また、単一の基地局装置１は、１つ以上の中継局装置（Ｒ
ｅｌａｙ）を管理してもよい。
【０１４２】
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　また、第１の実施形態に係る通信システムは、複数の基地局装置または小電力基地局装
置または家庭用基地局装置で協調通信（ＣｏＭＰ：　Ｃｏｏｒｄｉｎａｔｉｏｎ　Ｍｕｌ
ｔｉｐｌｅ　Ｐｏｉｎｔｓ）を実現してもよい。つまり、第１の実施形態に係る通信シス
テムは、端末装置２と通信を行なうポイント（送信ポイントおよび／または受信ポイント
）をダイナミックに切り替えるダイナミックポイントセレクション（ＤＰＳ：　Ｄｙｎａ
ｍｉｃ　Ｐｏｉｎｔ　Ｓｅｌｅｃｔｉｏｎ）を行なってもよい。また、第１の実施形態に
係る通信システムは、協調スケジューリング（ＣＳ：　Ｃｏｏｒｄｉｎａｔｅｄ　Ｓｃｈ
ｅｄｕｌｉｎｇ）や協調ビームフォーミング（ＣＢ：　Ｃｏｏｒｄｉｎａｔｅｄ　Ｂｅａ
ｍｆｏｒｍｉｎｇ）を行なってもよい。また、第１の実施形態に係る通信システムは、ジ
ョイント送信（ＪＴ：　Ｊｏｉｎｔ　Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ）やジョイント受信（Ｊ
Ｒ：　Ｊｏｉｎｔ　Ｒｅｃｅｐｔｉｏｎ）を行なってもよい。
【０１４３】
　また、近くに配置された複数の小電力基地局装置またはスモールセルは、クラスタリン
グ（クラスター化、グループ化）されてもよい。クラスタリングされた複数の小電力基地
局装置は、同じ設定情報を通知してもよい。また、クラスター化されたスモールセルの領
域（カバレッジ）をローカルエリアと呼称する場合もある。
【０１４４】
　下りリンク送信において、基地局装置１は、送信点（ＴＰ：　Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏ
ｎ　Ｐｏｉｎｔ）と呼称される場合もある。また、上りリンク送信において、基地局装置
１は、受信点（ＲＰ：　Ｒｅｃｅｐｔｉｏｎ　Ｐｏｉｎｔ）と呼称される場合もある。ま
た、下りリンク送信点および上りリンク受信点は、下りリンクパスロス測定用のパスロス
参照点（Ｐａｔｈｌｏｓｓ　Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｐｏｉｎｔ，　Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　
Ｐｏｉｎｔ）になりうる。また、パスロス測定用の参照点は、送信点や受信点とは独立に
設定されてもよい。
【０１４５】
　また、スモールセルやファントムセル、ローカルエリアセルは、第３のセルとして設定
されてもよい。また、スモールセルやファントムセル、ローカルエリアセルは、プライマ
リーセルとして再設定されてもよい。また、スモールセルやファントムセル、ローカルエ
リアセルは、セカンダリーセルとして再設定されてもよい。スモールセルやファントムセ
ル、ローカルエリアセルは、サービングセルとして再設定されてもよい。また、スモール
セルやファントムセル、ローカルエリアセルはサービングセルに含まれてもよい。
【０１４６】
　スモールセルを構成可能な基地局装置１は必要に応じて、間欠受信（ＤＲＸ：　Ｄｉｓ
ｃｒｅｔｅ　Ｒｅｃｅｐｔｉｏｎ）や間欠送信（ＤＴＸ：　Ｄｉｓｃｒｅｔｅ　Ｔｒａｎ
ｓｍｉｓｓｉｏｎ）を行なってもよい。また、スモールセルを構成可能な基地局装置１は
、断続的または準静的に、一部の装置（例えば、送信部や受信部）の電源のオン／オフを
行なってもよい。
【０１４７】
　マクロセルを構成する基地局装置１とスモールセルを構成する基地局装置１とは、独立
な識別子（ＩＤ：　Ｉｄｅｎｔｉｔｙ，　Ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ）が設定される場合があ
る。つまり、マクロセルとスモールセルの識別子は、独立に設定される場合がある。例え
ば、セル固有参照信号（ＣＲＳ：　Ｃｅｌｌ　ｓｐｅｃｉｆｉｃ　Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　
Ｓｉｇｎａｌ）がマクロセルおよびスモールセルから送信される場合、送信周波数および
無線リソースが同じであっても、異なる識別子でスクランブルされる場合もある。マクロ
セルに対するセル固有参照信号は物理層セルＩＤ（ＰＣＩ：　Ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｌａｙ
ｅｒ　Ｃｅｌｌ　Ｉｄｅｎｔｉｔｙ）でスクランブルされ、スモールセルに対するセル固
有参照信号は仮想セルＩＤ（ＶＣＩ：　Ｖｉｒｔｕａｌ　Ｃｅｌｌ　Ｉｄｅｎｔｉｔｙ）
でスクランブルされてもよい。マクロセルでは物理層セルＩＤ（ＰＣＩ：　Ｐｈｙｓｉｃ
ａｌ　ｌａｙｅｒ　Ｃｅｌｌ　Ｉｄｅｎｔｉｔｙ）でスクランブルされ、スモールセルで
はグローバルセルＩＤ（ＧＣＩ：　Ｇｌｏｂａｌ　Ｃｅｌｌ　Ｉｄｅｎｔｉｔｙ）でスク
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ランブルされてもよい。マクロセルでは第１の物理層セルＩＤでスクランブルされ、スモ
ールセルでは第２の物理層セルＩＤでスクランブルされてもよい。マクロセルでは第１の
仮想セルＩＤでスクランブルされ、スモールセルでは第２の仮想セルＩＤでスクランブル
されてもよい。ここで、仮想セルＩＤは、物理チャネル／物理信号に設定されるＩＤであ
ってもよい。また、仮想セルＩＤは、物理層セルＩＤとは独立に設定されるＩＤであって
もよい。また、仮想セルＩＤは、物理チャネル／物理信号に用いられる系列のスクランブ
ルに使用されるＩＤであってもよい。
【０１４８】
　セルアグリゲーション（キャリアアグリゲーション）として、異なるフレーム構造タイ
プ（ＦＤＤ（タイプ１）およびＴＤＤ（タイプ２））のセルが設定される。
【０１４９】
　図１は、本発明の基地局装置１の構成を示す概略ブロック図である。図示するように、
基地局装置１は、上位層処理部１０１、制御部１０３、受信部１０５、送信部１０７、チ
ャネル測定部１０９、および、送受信アンテナ１１１、を含んで構成される。また、受信
部１０５は、復号部１０５１、復調部１０５３、多重分離部１０５５と無線受信部１０５
７を含んで構成される。また、基地局装置１の受信処理は、上位層処理部１０１、制御部
１０３、受信部１０５、送受信アンテナ１１１で行なわれる。また、送信部１０７は、符
号部１０７１、変調部１０７３、多重部１０７５、無線送信部１０７７と下りリンク参照
信号生成部１０７９を含んで構成される。また、基地局装置１の送信処理は、上位層処理
部１０１、制御部１０３、送信部１０７、送受信アンテナ１１１で行なわれる。
【０１５０】
　上位層処理部１０１は、媒体アクセス制御（ＭＡＣ：　Ｍｅｄｉｕｍ　Ａｃｃｅｓｓ　
Ｃｏｎｔｒｏｌ）層、パケットデータ統合プロトコル（ＰＤＣＰ：　Ｐａｃｋｅｔ　Ｄａ
ｔａ　Ｃｏｎｖｅｒｇｅｎｃｅ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）層、無線リンク制御（ＲＬＣ：　Ｒ
ａｄｉｏ　Ｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）層、無線リソース制御（ＲＲＣ：　Ｒａｄｉｏ　
Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）層の処理を行う。
【０１５１】
　上位層処理部１０１は、下りリンクの各チャネルに配置する情報を生成、又は上位ノー
ドから取得し、送信部１０７に出力する。また、上位層処理部１０１は、上りリンクの無
線リソースの中から、端末装置２が上りリンクのデータ情報である物理上りリンク共用チ
ャネル（ＰＵＳＣＨ：　Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｕｐｌｉｎｋ　Ｓｈａｒｅｄ　Ｃｈａｎｎｅ
ｌ）を配置する無線リソースを割り当てる。また、上位層処理部１０１は、下りリンクの
無線リソースの中から、下りリンクのデータ情報である物理下りリンク共用チャネル（Ｐ
ＤＳＣＨ：　Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｓｈａｒｅｄ　Ｃｈａｎｎｅｌ）を
配置する無線リソースを決定する。
【０１５２】
　上位層処理部１０１は、当該無線リソースの割り当てを示す下りリンク制御情報を生成
し、送信部１０７を介して、端末装置２に送信する。
【０１５３】
　上位層処理部１０１は、ＰＵＳＣＨを配置する無線リソースを割り当てる際に、チャネ
ル測定部１０９から入力された上りリンクのチャネル測定結果を基に、チャネル品質のよ
い無線リソースを優先的に割り当てる。つまり、上位層処理部１０１は、ある端末装置ま
たはあるセルに対して各種下りリンク信号の設定に関する情報および各種上りリンク信号
の設定に関する情報を生成する。
【０１５４】
　また、上位層処理部１０１は、種々の下りリンク信号の設定に関する情報および種々の
上りリンク信号の設定に関する情報をセル毎に生成してもよい。また、上位層処理部１０
１は、種々の下りリンク信号の設定に関する情報および種々の上りリンク信号の設定に関
する情報を端末装置２毎に生成してもよい。
【０１５５】
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　また、上位層処理部１０１は、ある端末装置２またはあるセルに対して、つまり、端末
装置固有および／またはセル固有に、第１の設定に関する情報から第ｎの設定に関する情
報（ｎは自然数）を生成し、送信部１０７を介して、端末装置２へ送信してもよい。例え
ば、下りリンク信号および／または上りリンク信号の設定に関する情報とは、リソース割
り当てに関するパラメータを含んでもよい。
【０１５６】
　また、下りリンク信号および／または上りリンク信号の設定に関する情報とは、系列算
出に使用するパラメータを含んでもよい。なお、これらの無線リソースを時間周波数リソ
ース、サブキャリア、リソースエレメント（ＲＥ：　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｅｌｅｍｅｎｔ
）、リソースエレメントグループ（ＲＥＧ：　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｅｌｅｍｅｎｔ　Ｇｒ
ｏｕｐ）、制御チャネル要素（ＣＣＥ：　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｅｌｅｍｅ
ｎｔ）、リソースブロック（ＲＢ：　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｂｌｏｃｋ）、リソースブロッ
クグループ（ＲＢＧ：　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｂｌｏｃｋ　Ｇｒｏｕｐ）などと呼称する場
合もある。
【０１５７】
　これらの設定情報および制御情報を情報要素として定義してもよい。また、これらの設
定情報および制御情報をＲＲＣメッセージとして定義してもよい。また、これらの設定情
報および制御情報をシステム情報で端末装置２へ送信してもよい。また、これらの設定情
報および制御情報を専用シグナリングで端末装置２へ送信してもよい。
【０１５８】
　また、上位層処理部１０１は、システム情報ブロックタイプ１に少なくとも１つのＴＤ
Ｄ　ＵＬ／ＤＬ設定（ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ　ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ（ｓ），　ＴＤ
Ｄ　ｃｏｎｆｉｇ，　ｔｄｄ－Ｃｏｎｆｉｇ，　ｕｐｌｉｎｋ－ｄｏｗｎｌｉｎｋ　ｃｏ
ｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ（ｓ））を設定する。ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ設定は、図３のように
定義されてもよい。インデックスを設定することによって、ＴＤＤの構成を示してもよい
。さらに、下りリンク参照として、第２のＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ設定を設定してもよい。ま
た、システム情報ブロックは複数のタイプを用意してもよい。例えば、システム情報ブロ
ックタイプ１には、ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ設定に関する情報要素が含まれる。
【０１５９】
　また、システム情報ブロックタイプ２には、無線リソース制御に関する情報要素が含ま
れる。なお、ある情報要素の中に、その情報要素に係るパラメータが情報要素として含ま
れてもよい。例えば、物理層では、パラメータと呼称されるものが、上位層では、情報要
素として定義されてもよい。
【０１６０】
　なお、本発明では、ｉｄｅｎｔｉｔｙ，　ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ，　ｉｄｅｎｔｉｆｉ
ｃａｔｉｏｎをＩＤ（識別子、識別符号、識別番号）と呼称する。端末固有に設定される
ＩＤ（ＵＥＩＤ）には、Ｃ－ＲＮＴＩ（Ｃｅｌｌ　Ｒａｄｉｏ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｔｅｍ
ｐｏｒａｒｙ　Ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ），ＳＰＳ　Ｃ－ＲＮＴＩ（Ｓｅｍｉ－ｐｅｒｓｉ
ｓｔｅｎｔ　Ｓｃｈｅｄｕｌｉｎｇ　Ｃ－ＲＮＴＩ），Ｔｅｍｐｏｒａｒｙ　Ｃ－ＲＮＴ
Ｉ，ＴＰＣ－ＰＵＳＣＨ　ＲＮＴＩ，ＴＰＣ－ＰＵＣＣＨ　ＲＮＴＩ、コンテンションレ
ゾリューションのためのランダム値がある。これらのＩＤは、セル単位で使用される。こ
れらのＩＤは、上位層処理部１０１によって設定される。
【０１６１】
　また、上位層処理部１０１は、端末装置２に対して種々の識別子を設定し、送信部１０
７を介して、端末装置２へ通知する。例えば、ＲＮＴＩを設定し、端末装置２へ通知する
。また、物理層セルＩＤまたは仮想セルＩＤまたは仮想セルＩＤに相当するＩＤを設定し
、通知する。例えば、仮想セルＩＤに相当するＩＤとして、物理チャネル固有に設定可能
なＩＤ（ＰＵＳＣＨ　ＩＤ，ＰＵＣＣＨ　ＩＤ，スクランブリング初期化ＩＤ，参照信号
ＩＤ（ＲＳＩＤ）など）がある。物理層セルＩＤや仮想セルＩＤは物理チャネルおよび物
理信号の系列生成に用いることがある。
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【０１６２】
　また、上位層処理部１０１は、ＰＤＣＣＨまたはＥＰＤＣＣＨを用いて送信されるＤＣ
Ｉを生成し、送信部１０７を介して、端末装置２へ送信する。
【０１６３】
　上位層処理部１０１は、端末装置２から物理上りリンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ：　
Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｕｐｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ）で通知された上り
リンク制御情報（ＵＣＩ：　Ｕｐｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）
、および端末装置２から通知されたバッファの状況や上位層処理部１０１が設定した端末
装置２各々の各種設定情報（ＲＲＣメッセージ、システム情報、パラメータ、情報要素）
に基づき、受信部１０５および送信部１０７の制御を行うために制御情報を生成し、制御
部１０３に出力する。なお、ＵＣＩには、ＨＡＲＱ応答情報（ＨＡＲＱ－ＡＣＫ、ＡＣＫ
／ＮＡＣＫ／ＤＴＸ）、スケジューリング要求（ＳＲ：　Ｓｃｈｅｄｕｌｉｎｇ　Ｒｅｑ
ｕｅｓｔ）、チャネル状態情報（ＣＳＩ：　Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｓｔａｔｅ　Ｉｎｆｏｒｍ
ａｔｉｏｎ）のうち少なくとも一つが含まれる。なお、ＣＳＩには、ＣＱＩ，ＰＭＩ，Ｒ
Ｉ，ＰＴＩのうち少なくとも一つが含まれる。
【０１６４】
　上位層処理部１０１は、上りリンク信号（ＰＲＡＣＨ、ＰＵＣＣＨ、ＰＵＳＣＨ、ＵＬ
　ＤＭＲＳ、Ｐ－ＳＲＳ、およびＡ－ＳＲＳ）の送信電力および送信電力に関するパラメ
ータを設定する。また、上位層処理部１０１は、下りリンク信号（ＣＲＳ、ＤＬ　ＤＭＲ
Ｓ、ＣＳＩ－ＲＳ、ＰＤＳＣＨ、ＰＤＣＣＨ／ＥＰＤＣＣＨなど）の送信電力および送信
電力に関するパラメータを、送信部１０７を介して、端末装置２に送信する。つまり、上
位層処理部１０１は、上りリンクおよび下りリンクの電力制御に関する情報を、送信部１
０７を介して、端末装置２に送信する。言い換えると、上位層処理部１０１は、基地局装
置１および端末装置２の送信電力制御に関する情報を生成する。例えば、上位層処理部１
０１は、基地局装置１の送信電力に関するパラメータを端末装置２に送信する。
【０１６５】
　また、上位層処理部１０１は、端末装置２の最大送信電力ＰＣＭＡＸ，ｃおよび総最大
出力電力ＰＣＭＡＸを設定するために用いられるパラメータを端末装置２に送信する。ま
た、上位層処理部１０１は、種々の物理チャネルの送信電力制御に関する情報を端末装置
２に送信する。
【０１６６】
　また、上位層処理部１０１は、隣接する基地局装置からの干渉量を示す情報、隣接する
基地局装置から通知された隣接する基地局装置１に与えている干渉量を示す情報、またチ
ャネル測定部１０９から入力されたチャネルの品質などに応じて、ＰＵＳＣＨなどが所定
のチャネル品質を満たすよう、また、隣接する基地局装置１への干渉を考慮し、端末装置
２の送信電力をセットし、これらの設定を示す情報を、送信部１０７を介して、端末装置
２に送信する。
【０１６７】
　具体的には、上位層処理部１０１は、端末装置２間で共有する情報（上りリンク電力制
御に関する共有パラメータの情報）または端末装置２間で共通なパラメータとして設定さ
れる情報として、ＰＵＳＣＨとＰＵＣＣＨそれぞれに対する標準電力（ＰＯ＿ＮＯＭＩＮ

ＡＬ＿ＰＵＳＣＨ，ＰＯ＿ＮＯＭＩＮＡＬ＿ＰＵＣＣＨ）、伝搬路損失補償係数（減衰係
数）α、メッセージ３用の電力オフセット、ＰＵＣＣＨフォーマット毎に規定される電力
オフセットなどをシステム情報で送信する。その際、ＰＵＣＣＨフォーマット３の電力オ
フセットおよびデルタＰＵＣＣＨフォーマット１ｂＣＳの電力オフセットを追加して通知
してもよい。また、これらの共有パラメータの情報は、ＲＲＣメッセージで通知されても
よい。
【０１６８】
　また、上位層処理部１０１は、端末装置２毎に設定可能な情報（上りリンク電力制御に
関する専用パラメータの情報）として、端末装置固有ＰＵＳＣＨ電力Ｐ０＿ＵＥ＿ＰＵＳ
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ＣＨ、デルタＭＣＳが有効か否かを指示するパラメータ（ｄｅｌｔａＭＣＳ－Ｅｎａｂｌ
ｅｄ）、アキュムレーションが有効か否かを指示するパラメータ（ａｃｃｕｍｕｌａｔｉ
ｏｎＥｎａｂｌｅｄ）、端末装置固有ＰＵＣＣＨ電力Ｐ０＿ＵＥ＿ＰＵＣＣＨ、Ｐ－ＳＲ
Ｓ電力オフセットＰＳＲＳ＿ＯＦＦＳＥＴ（０）、フィルタ係数をＲＲＣメッセージで通
知する。その際、各ＰＵＣＣＨフォーマットにおける送信ダイバーシチの電力オフセット
、Ａ－ＳＲＳ電力オフセットＰＳＲＳ＿ＯＦＦＳＥＴ（１）を通知してもよい。なお、こ
こで述べるαとはパスロス値と共に送信電力をセットするために用いられ、パスロスを補
償する度合いを表す係数、言い換えるとパスロスに応じてどの程度送信電力を増減させる
か（つまり、どの程度送信電力を補償するか）を決定する係数（減衰係数、伝送路損失補
償係数）である。αは通常０から１の値をとり、０であればパスロスに応じた電力の補償
は行なわず、１であればパスロスの影響が基地局装置１において生じないよう端末装置２
の送信電力を補償する。これらの情報は、再設定情報として端末装置２へ送信されてもよ
い。なお、これらの共有パラメータおよび専用パラメータは、プライマリーセルとセカン
ダリーセルまたは複数のサービングセルでそれぞれ独立に設定されてもよい。
【０１６９】
　また、上位層処理部１０１は、受信部１０５において、端末装置２から端末装置２の機
能情報を受信した場合、端末装置２の機能情報に基づいて、種々の設定を行なう。例えば
、端末装置２の機能情報に基づいて、端末装置２がサポートしているバンド（ＥＵＴＲＡ
　Ｏｐｅｒａｔｉｎｇ　Ｂａｎｄ）から、上りリンクのキャリア周波数と下りリンクのキ
ャリア周波数を決定する。また、端末装置２の機能情報に基づいて、端末装置２に対して
ＭＩＭＯ通信を行なうか否かを決定する。また、端末装置２の機能情報に基づいて、キャ
リアアグリゲーションを行なうか否かを決定する。また、端末装置２の機能情報に基づい
て、異なるフレーム構造タイプのコンポーネントキャリアによるキャリアアグリゲーショ
ンを行なうか否かを決定する。すなわち、セカンダリーセルを設定するか否かおよびセカ
ンダリーセルに対して用いる種々のパラメータを決定する。決定した情報を端末装置２へ
通知する。なお、キャリア周波数に関する情報は、ＲＲＣメッセージで通知されてもよい
。すなわち、キャリア周波数に関する情報は、システム情報で通知されてもよい。また、
キャリア周波数に関する情報は、モビリティ制御情報に含まれて通知されてもよい。また
、キャリア周波数に関する情報は、ＲＲＣ情報として上位層より通知されてもよい。
【０１７０】
　上位層処理部１０１は、端末装置２から送信された機能情報に、上りリンクに対するク
ロスキャリアスケジューリングを行なう機能をサポートしていることが示されていれば、
上りリンクに対するクロスキャリアスケジューリングに関する設定（ＣｒｏｓｓＣａｒｒ
ｉｅｒＳｃｈｅｄｕｌｉｎｇＣｏｎｆｉｇ－ＵＬ）をセットし、その設定情報を、送信部
１０７を介して、上位層シグナリングを用いて、端末装置２へ送信する。また、上りリン
クに対するクロスキャリアスケジューリングに関する設定に、上りリンクグラントをシグ
ナルするセル（どのセルが上りリンクグラントをシグナルするか）を示す情報（ｓｃｈｅ
ｄｕｌｉｎｇＣｅｌｌＩｄ－ＵＬ）が含まれてもよい。また、上りリンクに対するクロス
キャリアスケジューリングに関する設定に、ＰＤＣＣＨ／ＥＰＤＣＣＨ　ＤＣＩフォーマ
ットにＣＩＦが含まれているか否かを示す情報（ｃｉｆ－Ｐｒｅｓｅｎｃｅ－ＵＬ）が含
まれてもよい。
【０１７１】
　上位層処理部１０１は、端末装置２から送信された機能情報に、下りリンクに対するク
ロスキャリアスケジューリングを行なう機能をサポートしていることが示されていれば、
下りリンクに対するクロスキャリアスケジューリングに関する設定（ＣｒｏｓｓＣａｒｒ
ｉｅｒＳｃｈｅｄｕｌｉｎｇＣｏｎｆｉｇ－ＤＬ）をセットし、その設定情報を、送信部
１０７を介して、上位層シグナリングを用いて、端末装置２へ送信する。また、下りリン
クに対するクロスキャリアスケジューリングに関する設定に、下りリンクアロケーション
（下りリンクグラント）をシグナルするセル（どのセルが下りリンクアロケーションをシ
グナルするか）を示す情報（ｓｃｈｅｄｕｌｉｎｇＣｅｌｌＩｄ－ＤＬ）が含まれてもよ
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い。また、下りリンクに対するクロスキャリアスケジューリングに関する設定に、セルを
示す情報に対応する開始ＯＦＤＭシンボルを示す情報（ｐｄｓｃｈ－Ｓｔａｒｔ）が含ま
れてもよい。また、下りリンクに対するクロスキャリアスケジューリングに関する設定に
、ＰＤＣＣＨ／ＥＰＤＣＣＨ　ＤＣＩフォーマットにＣＩＦが含まれているか否かを示す
情報（ｃｉｆ－Ｐｒｅｓｅｎｃｅ－ＤＬ）が含まれてもよい。
【０１７２】
　また、上位層処理部１０１は、端末装置２に対して、セカンダリーセルを設定する場合
、セカンダリーセルに特定の値（例えば、“０”または“０”に相当する情報ビット）以
外のセルインデックスを付与し、その設定情報を端末装置２へ送信する。セカンダリーセ
ルが設定された場合、端末装置２は、プライマリーセルのセルインデックスを特定の値と
みなす。
【０１７３】
　また、上位層処理部１０１は、端末装置２毎に下りリンク信号／上りリンク信号の送信
電力または送信電力に関するパラメータを設定してもよい。また、上位層処理部１０１は
、端末装置２間で共通の下りリンク／上りリンク信号の送信電力または送信電力に関する
パラメータを設定してもよい。上位層処理部１０１は、これらのパラメータに関する情報
を上りリンク電力制御に関する情報（上りリンク電力制御に関するパラメータの情報）お
よび／または下りリンク電力制御に関する情報（下りリンク電力制御に関するパラメータ
の情報）として端末装置２へ送信してもよい。上りリンク電力制御に関するパラメータの
情報および下りリンク電力制御に関するパラメータの情報には、少なくとも１つのパラメ
ータが含まれて端末装置２へ送信される。
【０１７４】
　上位層処理部１０１は、種々の物理チャネル／物理信号に係る種々のＩＤの設定を行な
い、制御部１０３を介して、受信部１０５および送信部１０７へＩＤの設定に関する情報
を出力する。例えば、上位層処理部１０１は、下りリンク制御情報フォーマットに含まれ
るＣＲＣをスクランブルするＲＮＴＩ（ＵＥＩＤ）の値を設定する。
【０１７５】
　また、上位層処理部１０１は、Ｃ－ＲＮＴＩ（Ｃｅｌｌ　Ｒａｄｉｏ　Ｎｅｔｗｏｒｋ
　Ｔｅｍｐｏｒａｒｙ　Ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ），Ｔｅｍｐｏｒａｒｙ　Ｃ－ＲＮＴＩ，
Ｐ－ＲＮＴＩ（Ｐａｇｉｎｇ－ＲＮＴＩ），ＲＡ－ＲＮＴＩ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓ
ｓ　ＲＮＴＩ），ＳＰＳ　Ｃ－ＲＮＴＩ（Ｓｅｍｉ－Ｐｅｒｓｉｓｔｅｎｔ　Ｓｃｈｅｄ
ｕｌｉｎｇ　Ｃ－ＲＮＴＩ）、ＳＩ－ＲＮＴＩ（Ｓｙｓｔｅｍ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ
　ＲＮＴＩ）などの種々の識別子の値を設定してもよい。
【０１７６】
　また、上位層処理部１０１は、物理セルＩＤや仮想セルＩＤ、スクランブル初期化ＩＤ
などのＩＤの値を設定する。これらの設定情報は、制御部１０３を介して、各処理部へ出
力される。また、これらの設定情報は、ＲＲＣメッセージやシステム情報、端末装置固有
の専用情報、情報要素として端末装置２へ送信されてもよい。また、一部のＲＮＴＩはＭ
ＡＣ　ＣＥ（Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｅｌｅｍｅｎｔ）を用いて送信されてもよい。
【０１７７】
　制御部１０３は、上位層処理部１０１からの制御情報に基づいて、受信部１０５、およ
び送信部１０７の制御を行なう制御信号を生成する。制御部１０３は、生成した制御信号
を受信部１０５、および送信部１０７に出力して受信部１０５、および送信部１０７の制
御を行なう。
【０１７８】
　受信部１０５は、制御部１０３から入力された制御信号に従って、送受信アンテナ１１
１を介して端末装置２から受信した受信信号を分離、復調、復号し、復号した情報を上位
層処理部１０１に出力する。無線受信部１０５７は、送受信アンテナ１１１を介して受信
した上りリンクの信号を、中間周波数（ＩＦ：　Ｉｎｔｅｒｍｅｄｉａｔｅ　Ｆｒｅｑｕ
ｅｎｃｙ）に変換し（ダウンコンバート）、不要な周波数成分を除去し、信号レベルが適
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切に維持されるように増幅レベルを制御し、受信した信号の同相成分および直交成分に基
づいて、直交復調し、直交復調されたアナログ信号をディジタル信号に変換する。無線受
信部１０５７は、変換したディジタル信号からガードインターバル（ＧＩ：　Ｇｕａｒｄ
　Ｉｎｔｅｒｖａｌ）に相当する部分を除去する。無線受信部１０５７は、ガードインタ
ーバルを除去した信号に対して高速フーリエ変換（ＦＦＴ：　Ｆａｓｔ　Ｆｏｕｒｉｅｒ
　Ｔｒａｎｓｆｏｒｍ）を行ない、周波数領域の信号を抽出し多重分離部１０５５に出力
する。
【０１７９】
　多重分離部１０５５は、無線受信部１０５７から入力された信号をＰＵＣＣＨ、ＰＵＳ
ＣＨ、ＵＬ　ＤＭＲＳ、ＳＲＳなどの信号に、それぞれ分離する。尚、この分離は、予め
基地局装置１が決定して各端末装置２に通知した無線リソースの割り当て情報に基づいて
行われる。また、多重分離部１０５５は、チャネル測定部１０９から入力された伝送路の
推定値から、ＰＵＣＣＨとＰＵＳＣＨの伝送路の補償を行なう。また、多重分離部１０５
５は、分離したＵＬ　ＤＭＲＳおよびＳＲＳをチャネル測定部１０９に出力する。
【０１８０】
　復調部１０５３は、ＰＵＳＣＨを逆離散フーリエ変換（ＩＤＦＴ：　Ｉｎｖｅｒｓｅ　
Ｄｉｓｃｒｅｔｅ　Ｆｏｕｒｉｅｒ　Ｔｒａｎｓｆｏｒｍ）し、変調シンボルを取得し、
ＰＵＣＣＨとＰＵＳＣＨの変調シンボルそれぞれに対して、２位相偏移変調（ＢＰＳＫ：
　Ｂｉｎａｒｙ　Ｐｈａｓｅ　Ｓｈｉｆｔ　Ｋｅｙｉｎｇ）、４相位相偏移変調（ＱＰＳ
Ｋ：　Ｑｕａｄｒａｔｕｒｅ　Ｐｈａｓｅ　Ｓｈｉｆｔ　Ｋｅｙｉｎｇ）、１６値直交振
幅変調（１６ＱＡＭ：　１６　Ｑｕａｄｒａｔｕｒｅ　Ａｍｐｌｉｔｕｄｅ　Ｍｏｄｕｌ
ａｔｉｏｎ）、６４値直交振幅変調（６４ＱＡＭ：　６４　Ｑｕａｄｒａｔｕｒｅ　Ａｍ
ｐｌｉｔｕｄｅ　Ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ）等の予め定められた、または基地局装置１が端
末装置２各々に下りリンク制御情報で予め通知した変調方式を用いて受信信号の復調を行
なう。
【０１８１】
　復号部１０５１は、復調したＰＵＣＣＨとＰＵＳＣＨの符号化ビットを、予め定められ
た符号化方式の、予め定められた、又は基地局装置１が端末装置２に上りリンクグラント
（ＵＬ　ｇｒａｎｔ）で予め通知した符号化率で復号を行ない、復号したデータ情報と、
上りリンク制御情報を上位層処理部１０１へ出力する。
【０１８２】
　チャネル測定部１０９は、多重分離部１０５５から入力された上りリンク復調参照信号
ＵＬ　ＤＭＲＳとＳＲＳから伝送路の推定値、チャネルの品質などを測定し、多重分離部
１０５５および上位層処理部１０１に出力する。また、チャネル測定部１０９は、第１の
信号から第ｎの信号の受信電力および／または受信品質を測定し、多重分離部１０５５お
よび上位層処理部１０１に出力する。
【０１８３】
　送信部１０７は、制御部１０３から入力された制御信号に基づいて、下りリンクの参照
信号（下りリンク参照信号）を生成し、上位層処理部１０１から入力されたデータ情報、
下りリンク制御情報を符号化、および変調し、ＰＤＣＣＨ（ＥＰＤＣＣＨ）、ＰＤＳＣＨ
、および下りリンク参照信号を多重して、送受信アンテナ１１１を介して端末装置２に下
りリンク信号を送信する。
【０１８４】
　符号部１０７１は、上位層処理部１０１から入力された下りリンク制御情報、およびデ
ータ情報を、ターボ符号化、畳み込み符号化、ブロック符号化等の符号化を行う。変調部
１０７３は、符号化ビットをＱＰＳＫ、１６ＱＡＭ、６４ＱＡＭ等の変調方式で変調する
。下りリンク参照信号生成部１０７９は、基地局装置１を識別するためのセル識別子（Ｃ
ｅｌｌ　ＩＤ，　Ｃｅｌｌ　Ｉｄｅｎｔｉｔｙ，　Ｃｅｌｌ　Ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ，　
Ｃｅｌｌ　Ｉｄｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ）などを基に予め定められた規則で求まる、端
末装置２が既知の系列で下りリンク参照信号として生成する。多重部１０７５は、変調し
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た各チャネルと生成した下りリンク参照信号を多重する。
【０１８５】
　無線送信部１０７７は、多重した変調シンボルを逆高速フーリエ変換（ＩＦＦＴ：　Ｉ
ｎｖｅｒｓｅ　Ｆａｓｔ　Ｆｏｕｒｉｅｒ　Ｔｒａｎｓｆｏｒｍ）して、ＯＦＤＭ方式の
変調を行ない、ＯＦＤＭ変調されたＯＦＤＭシンボルにガードインターバルを付加し、ベ
ースバンドのディジタル信号を生成し、ベースバンドのディジタル信号をアナログ信号に
変換し、アナログ信号から中間周波数の同相成分および直交成分を生成し、中間周波数帯
域に対する余分な周波数成分を除去し、中間周波数の信号を高周波数の信号に変換（アッ
プコンバート）し、余分な周波数成分を除去し、電力増幅し、送受信アンテナ１１１に出
力して送信する。
【０１８６】
　図２は、本実施形態に係る端末装置２の構成を示す概略ブロック図である。図示するよ
うに、端末装置２は、上位層処理部２０１、制御部２０３、受信部２０５、送信部２０７
、チャネル測定部２０９、および、送受信アンテナ２１１、を含んで構成される。また、
受信部２０５は、復号部２０５１、復調部２０５３、多重分離部２０５５と無線受信部２
０５７を含んで構成される。端末局装置２の受信処理は、上位層処理部２０１、制御部２
０３、受信部２０５、送受信アンテナ２１１で行なわれる。また、送信部２０７は、符号
部２０７１、変調部２０７３、多重部２０７５と無線送信部２０７７を含んで構成される
。また、端末装置２の送信処理は、上位層処理部２０１、制御部２０３、送信部２０７、
送受信アンテナ２１１で行なわれる。
【０１８７】
　上位層処理部２０１は、ユーザの操作等により生成された上りリンクのデータ情報を、
送信部に出力する。また、上位層処理部２０１は、媒体アクセス制御（ＭＡＣ：　Ｍｅｄ
ｉｕｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）層、パケットデータ統合プロトコル（ＰＤＣＰ
：　Ｐａｃｋｅｔ　Ｄａｔａ　Ｃｏｎｖｅｒｇｅｎｃｅ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）層、無線リ
ンク制御（ＲＬＣ：　Ｒａｄｉｏ　Ｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）層、無線リソース制御（
ＲＲＣ：　Ｒａｄｉｏ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）層の処理を行なう。
【０１８８】
　上位層処理部２０１は、自局の各種設定情報の管理を行なう。また、上位層処理部２０
１は、上りリンクの各チャネルに配置する情報を生成し、送信部２０７に出力する。上位
層処理部２０１は、基地局装置１からＰＤＣＣＨで通知された下りリンク制御情報、およ
びＰＤＳＣＨで通知された無線リソース制御情報が設定された上位層処理部２０１が管理
する自局の各種設定情報に基づき、受信部２０５、および送信部２０７の制御を行うため
に制御情報を生成し、制御部２０３に出力する。また、上位層処理部２０１は、基地局装
置１から通知された第１の設定に関する情報から第ｎの設定に関する情報に基づいて、各
信号の種々のパラメータ（情報要素、ＲＲＣメッセージ）をセットする。また、それらの
セットした情報を生成し、制御部２０３を介して、送信部２０７に出力する。また、上位
層処理部２０１は、基地局装置１とのコネクションを確立する際に、端末装置２の機能情
報（ＵＥ　ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ）を生成し、制御部２０３を介して、送信部２０７に出
力し、基地局装置１へ通知する。また、上位層処理部２０１は、基地局装置１とコネクシ
ョンが確立した後に、機能情報を基地局装置１へ通知してもよい。
【０１８９】
　機能情報には、ＲＦ（Ｒａｄｉｏ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ）のパラメータに関する情報（
ＲＦ－Ｐａｒａｍｅｔｅｒｓ）が含まれてもよい。ＲＦのパラメータに関する情報には、
端末装置２がサポートしているバンドを示す情報（１ｓｔ　ＳｕｐｐｏｒｔｅｄＢａｎｄ
Ｃｏｍｂｉｎａｔｉｏｎ）が含まれてもよい。ＲＦのパラメータに関する情報には、キャ
リアアグリゲーションおよび／またはＭＩＭＯをサポートしているバンドを示す情報（Ｓ
ｕｐｐｏｒｔｅｄＢａｎｄＣｏｍｂｉｎａｔｉｏｎＥｘｔ）が含まれてもよい。ＲＦのパ
ラメータに関する情報には、端末装置２に同時に集約されるバンド間で複数のタイミング
アドバンスやバンド間で同時に送受信を行なう機能をサポートしているバンドを示す情報
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（２ｎｄ　ＳｕｐｐｏｒｔｅｄＢａｎｄＣｏｎｂｉｎａｔｉｏｎ）が含まれてもよい。こ
れらのバンドは、それぞれリスト化されてもよい。複数のリスト化された情報で示される
値（エントリー）は、共通であってもよい（同じものを示してもよい）。
【０１９０】
　端末装置２がサポートしているバンド（ｂａｎｄＥ－ＵＴＲＡ，　ＦｒｅｑＢａｎｄＩ
ｎｄｉｃａｔｏｒ，　Ｅ－ＵＴＲＡ　Ｏｐｅｒａｔｉｎｇ　Ｂａｎｄ）それぞれに対して
、ハーフデュプレックスをサポートしているかが示されてもよい。ハーフデュプレックス
がサポートされていないバンドにおいては、フルデュプレックスをサポートする。
【０１９１】
　端末装置２がサポートしているバンドに対して、上りリンクでキャリアアグリゲーショ
ンおよび／またはＭＩＭＯをサポートしているかが示されてもよい。
【０１９２】
　端末装置２がサポートしているバンドに対して、下りリンクでキャリアアグリゲーショ
ンおよび／またはＭＩＭＯをサポートしているかが示されてもよい。
【０１９３】
ＲＦのパラメータに関する情報には、ＴＤＤ－ＦＤＤキャリアアグリゲーションをサポー
トするバンドを示す情報が含まれてもよい。これらのバンドは、リスト化されてもよい。
【０１９４】
ＲＦのパラメータに関する情報には、ＴＤＤ－ＦＤＤキャリアアグリゲーションをサポー
トするバンド間で同時に送受信を行なう機能をサポートしているかを示す情報が含まれて
もよい。
【０１９５】
　また、ＲＦのパラメータに関する情報には、異なるデュプレックスモードのバンド間で
同時に送受信を行なえるか否かを示す情報が含まれてもよい。
【０１９６】
　機能情報には、物理層のパラメータに関する情報（ＰｈｙＬａｙｅｒＰａｒａｍｅｔｅ
ｒｓ）が含まれてもよい。物理層のパラメータに関する情報には、クロスキャリアスケジ
ューリングを行なう機能をサポートしているかを示す情報が含まれてもよい。また、物理
層のパラメータに関する情報には、上りリンクに対するクロスキャリアスケジューリング
を行なう機能（ＣｒｏｓｓＣａｒｒｉｅｒＳｃｈｅｄｕｌｉｎｇ－ＵＬ）をサポートして
いるかを示す情報が含まれてもよい。また、物理層のパラメータに関する情報には、下り
リンクに対するクロスキャリアスケジューリングを行なう機能（ＣｒｏｓｓＣａｒｒｉｅ
ｒＳｃｈｅｄｕｌｉｎｇ－ＤＬ）をサポートしているかを示す情報が含まれてもよい。
【０１９７】
　上りリンクに対するクロスキャリアスケジューリングを行なう機能がある端末装置２に
対して、基地局装置１は、端末装置２に対して、上りリンクに対するクロスキャリアスケ
ジューリングに関する設定を行なうことによって、上りリンクグラントをクロスキャリア
スケジューリングによって通知してもよい。すなわち、基地局装置１は、第２のセルに対
するＰＵＳＣＨのスケジューリングに関するＤＣＩフォーマット（上りリンクグラント）
を第１のセルのＰＤＣＣＨを用いて端末装置２に送信してもよい。端末装置２は、第１の
セルのＰＤＣＣＨによって送信されたＰＤＣＣＨに伴うＤＣＩフォーマットに含まれるＣ
ＩＦを読むことによって、どのセルに対するＤＣＩフォーマットであるか識別することが
できる。
【０１９８】
　下りリンクに対するクロスキャリアスケジューリングを行なう機能がある端末装置２に
対して、基地局装置１は、端末装置２に対して、下りリンクに対するクロスキャリアスケ
ジューリングに関する設定を行なうことによって、下りリンクグラントをクロスキャリア
スケジューリングによって通知してもよい。すなわち、基地局装置１は、第２のセルに対
するＰＤＳＣＨのスケジューリングに関するＤＣＩフォーマット（下りリンクグラント）
を第１のセルのＰＤＣＣＨを用いて端末装置２に送信してもよい。端末装置２は、第１の
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セルのＰＤＣＣＨによって送信されたＰＤＣＣＨに伴うＤＣＩフォーマットに含まれるＣ
ＩＦを読むことによって、どのセルに対するＤＣＩフォーマットであるか識別することが
できる。
【０１９９】
　ここで、端末装置２から基地局装置１に通知される端末装置２の能力（機能、性能）の
一部として、下りリンクに関するクロスキャリアスケジューリングの能力と上りリンクに
関するクロスキャリアスケジューリングの能力とをそれぞれ（独立に）含めることができ
る。ひとつの例としては、端末装置２から基地局装置１に端末装置２の能力が通知される
際に用いられるＲＲＣメッセージの情報エレメント（例えば、ＵＥ－ＥＵＴＲＡ－Ｃａｐ
ａｂｉｌｉｔｙ）の物理層のパラメータ群に、下りリンクに関するクロスキャリアスケジ
ューリングをサポートするかどうかを示すフィールド（第１のフィールド）と、上りリン
クに関するクロスキャリアスケジューリングをサポートするかどうかを示すフィールド（
第２のフィールド）とが含まれることができる。下りリンクに関するクロスキャリアスケ
ジューリングをサポートする端末装置２は、物理層のパラメータ群に第１のフィールドが
含めて基地局装置１に通知する。通知を受けた基地局装置１は、端末装置２が下りリンク
に関するクロスキャリアスケジューリングをサポートする端末装置であると認識すること
ができる。下りリンクに関するクロスキャリアスケジューリングをサポートしない端末装
置２は、物理層のパラメータ群に第１のフィールドが含めずに（第１のフィールドにセッ
トされる値を省略して）基地局装置１に通知する。通知を受けた基地局装置１は、端末装
置２が下りリンクに関するクロスキャリアスケジューリングをサポーしない端末装置であ
ると認識することができる。上りリンクに関するクロスキャリアスケジューリングをサポ
ートする端末装置２は、物理層のパラメータ群に第２のフィールドが含めて基地局装置１
に通知する。通知を受けた基地局装置１は、端末装置２が上りリンクに関するクロスキャ
リアスケジューリングをサポートする端末装置であると認識することができる。上りリン
クに関するクロスキャリアスケジューリングをサポートしない端末装置２は、物理層のパ
ラメータ群に第２のフィールドが含めずに基地局装置１に通知する。通知を受けた基地局
装置１は、端末装置２が上りリンクに関するクロスキャリアスケジューリングをサポーし
ない端末装置であると認識することができる。このように、フィールドにセットされる値
が省略された場合は、フィールドにセットされたいずれの値（例えば対応する機能をサポ
ートすることを示す値である「１」）とも異なること（例えば対応する機能をサポートし
ないこと）を意味する。
【０２００】
　なお、これらの機能は、従来のキャリアアグリゲーション（ＦＤＤとＦＤＤのキャリア
アグリゲーションおよびＴＤＤとＴＤＤのキャリアアグリゲーション）におけるクロスキ
ャリアスケジューリングをサポートする端末装置のみがサポートするようにしてもよい。
すなわち、第１のフィールドおよび／または第２のフィールドに値（例えばサポートを示
す「１」）がセットされるためには，従来のキャリアアグリゲーションにおけるクロスキ
ャリアスケジューリングをサポートするかどうかのフィールドに値（例えばサポートを示
す「１」）がセットされていることが必要であるとしてもよい。
【０２０１】
　他の例としては、端末装置２から基地局装置１に端末装置２の能力が通知される際に用
いられるＲＲＣメッセージの情報エレメントにおける機能グループ情報（ＦＧＩ：Ｆｅａ
ｔｕｒｅ　Ｇｒｏｕｐ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）のパラメータ群に、下りリンクに関す
るクロスキャリアスケジューリングをサポートするかどうかを示すフィールド（第１のフ
ィールド）と上りリンクに関するクロスキャリアスケジューリングをサポートするかどう
かを示すフィールド（第２のフィールド）とが常に含まれるようにしておき，これらのフ
ィールドにセットされる値によって、これらの機能をサポートするかどうかを示すように
してもよい。例えば、これらの機能をサポートする場合は「１」をセットし、これらの機
能をサポートしない場合は「０」をセットするようにしてもよい。あるいは、これらの機
能をサポートする場合は「０」をセットし、これらの機能をサポートしない場合は「１」
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をセットするようにしてもよい。
【０２０２】
　下りリンクに対するクロスキャリアスケジューリングを行なう機能があり、上りリンク
に対するクロスキャリアスケジューリングを行なう機能がない端末装置２に対して、基地
局装置１は、下りリンクグラントをクロスキャリアスケジューリングによって通知しても
よい。しかし、端末装置２は、上りリンクグラントがクロスキャリアスケジューリングに
よって通知されてもその上りリンクグラントを無視してもよい。
【０２０３】
　上りリンクに対するクロスキャリアスケジューリングを行なう機能があり、下りリンク
に対するクロスキャリアスケジューリングを行なう機能がない端末装置２に対して、基地
局装置１は、上りリンクグラントをクロスキャリアスケジューリングによって通知しても
よい。しかし、端末装置２は、下りリンクグラントがクロスキャリアスケジューリングに
よって通知されてもその下りリンクグラントを無視してもよい。
【０２０４】
　上位層処理部２０１は、機能情報に含まれているこれらの機能のうち、サポートしてい
ない機能がある場合には、その機能をサポートしているか否かを示す情報を機能情報にセ
ットしなくてもよい。基地局装置１は、機能情報にセットされていない機能については、
端末装置２はサポートしていないとみなし、種々の設定を行なう。なお、機能をサポート
しているか否かを示す情報は、機能をサポートしていることを示す情報であってもよい。
【０２０５】
　上位層処理部２０１は、これらの機能情報のうち、サポートしていない機能があれば、
その機能について、サポートしていないことを表す特定の値（例えば、“０”）または情
報（例えば、“ｎｏｔ　ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ”，　“ｄｉｓａｂｌｅ”，　“ＦＡＬＳＥ
”など）をセットし、その情報を含む機能情報を基地局装置１へ通知してもよい。
【０２０６】
　上位層処理部２０１は、これらの機能情報のうち、サポートしている機能があれば、そ
の機能について、サポートしていることを表す特定の値（例えば、“１”）または情報（
例えば、“ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ”，　“ｅｎａｂｌｅ”，　“ＴＲＵＥ”など）をセット
し、その情報を含む機能情報を基地局装置１へ通知してもよい。
【０２０７】
　上位層処理部２０１は、同時に集約可能なバンド間で同時に送受信する機能がない場合
、同時に集約可能なバンド間で同時に送受信する機能をサポートしているか否かを示す情
報（ｓｉｍｕｌｔａｎｅｏｕｓＲｘ－Ｔｘ）にサポートしていないことを示す特定の値ま
たは情報をセットする。または、機能情報に、同時に集約可能なバンド間で同時に送受信
する機能をサポートしているか否かを示す情報そのものがセットされていなくてもよい。
【０２０８】
　上位層処理部２０１は、基地局装置１が報知しているＳＲＳを送信するための無線リソ
ースを予約するサブフレームであるサウンディングサブフレーム（ＳＲＳサブフレーム、
ＳＲＳ送信サブフレーム）、およびサウンディングサブフレーム内でＳＲＳを送信するた
めに予約する無線リソースの帯域幅を示す情報、および、基地局装置１が端末装置２に通
知したピリオディックＳＲＳを送信するサブフレームと、周波数帯域と、ピリオディック
ＳＲＳのＣＡＺＡＣ系列に用いるサイクリックシフトの量と、を示す情報、および、基地
局装置１が端末装置２に通知したアピリオディックＳＲＳを送信する周波数帯域と、アピ
リオディックＳＲＳのＣＡＺＡＣ系列に用いるサイクリックシフトの量と、を示す情報を
受信部２０５から取得する。
【０２０９】
　上位層処理部２０１は、前記情報に従ってＳＲＳ送信の制御を行なう。具体的には、上
位層処理部２０１は、前記ピリオディックＳＲＳに関する情報に従ってピリオディックＳ
ＲＳを１回または周期的に送信するよう送信部２０７を制御する。また、上位層処理部２
０１は、受信部２０５から入力されたＳＲＳリクエスト（ＳＲＳインディケータ）におい
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てアピリオディックＳＲＳの送信を要求された場合、アピリオディックＳＲＳに関する情
報に従ってアピリオディックＳＲＳを予め定められた回数（例えば、１回）だけ送信する
。
【０２１０】
　上位層処理部２０１は、基地局装置１から送信される種々の上りリンク信号の送信電力
制御に関する情報に基づいて、ＰＲＡＣＨ、ＰＵＣＣＨ、ＰＵＳＣＨ、ピリオディックＳ
ＲＳ、およびアピリオディックＳＲＳの送信電力の制御を行なう。具体的には、上位層処
理部２０１は、受信部２０５から取得した種々の上りリンク電力制御に関する情報に基づ
いて種々の上りリンク信号の送信電力を設定する。例えば、ＳＲＳの送信電力は、Ｐ０＿

ＰＵＳＣＨ、α、ピリオディックＳＲＳ用の電力オフセットＰＳＲＳ＿ＯＦＦＳＥＴ（０
）（第１の電力オフセット（ｐＳＲＳ－Ｏｆｆｓｅｔ））、アピリオディックＳＲＳ用の
電力オフセットＰＳＲＳ＿ＯＦＦＳＥＴ（１）（第２の電力オフセット（ｐＳＲＳ－Ｏｆ
ｆｓｅｔＡｐ））、およびＴＰＣコマンドに基づいて制御される。なお、上位層処理部２
０１は、ＰＳＲＳ＿ＯＦＦＳＥＴに対してピリオディックＳＲＳかアピリオディックＳＲ
Ｓかに応じて第１の電力オフセットか第２の電力オフセットかを切り替える。
【０２１１】
　また、上位層処理部２０１は、ピリオディックＳＲＳおよび／またはアピリオディック
ＳＲＳに対して第３の電力オフセットが設定されている場合、第３の電力オフセットに基
づいて送信電力をセットする。なお、第３の電力オフセットは、第１の電力オフセットや
第２の電力オフセットよりも広い範囲で値が設定されてもよい。第３の電力オフセットは
、ピリオディックＳＲＳおよびアピリオディックＳＲＳそれぞれに対して設定されてもよ
い。つまり、上りリンク電力制御に関するパラメータの情報とは、種々の上りリンク物理
チャネルの送信電力の制御に係るパラメータが含まれる情報要素やＲＲＣメッセージのこ
とである。
【０２１２】
　また、上位層処理部２０１は、あるサービングセルおよびあるサブフレームにおいて、
第１の上りリンク参照信号の送信電力と物理上りリンク共用チャネルの送信電力の合計が
端末装置２に設定される最大送信電力（例えば、ＰＣＭＡＸやＰＣＭＡＸ，ｃ）を超える
場合、物理上りリンク共用チャネルを送信するように、制御部２０３を介して送信部２０
７に指示情報を出力する。
【０２１３】
　また、上位層処理部２０１は、あるサービングセルおよびあるサブフレームにおいて、
第１の上りリンク参照信号の送信電力と物理上りリンク制御チャネルの送信電力の合計が
端末装置２に設定される最大送信電力（例えば、ＰＣＭＡＸやＰＣＭＡＸ，ｃ）を超える
場合、物理上りリンク制御チャネルを送信するように、制御部２０３を介して送信部２０
７に指示情報を出力する。
【０２１４】
　また、上位層処理部２０１は、あるサービングセルおよびあるサブフレームにおいて、
第２の上りリンク参照信号の送信電力と物理上りリンク共用チャネルの送信電力の合計が
端末装置２に設定される最大送信電力を超える場合、物理上りリンク共用チャネルを送信
するように、制御部２０３を介して送信部２０７に指示情報を出力する。
【０２１５】
　また、上位層処理部２０１は、あるサービングセル（例えば、サービングセルｃ）およ
びあるサブフレーム（例えば、サブフレームｉ）において、第２の上りリンク参照信号の
送信電力と物理上りリンク制御チャネルの送信電力の合計が端末装置２に設定される最大
送信電力を超える場合、物理上りリンク制御チャネルを送信するように、制御部２０３を
介して送信部２０７に指示情報を出力する。
【０２１６】
　また、上位層処理部２０１は、同じタイミング（例えば、サブフレーム）で複数の物理
チャネルの送信が生じる場合、種々の物理チャネルの優先度に応じて、種々の物理チャネ



(39) JP 2017-85188 A 2017.5.18

10

20

30

40

50

ルの送信電力を制御したり、種々の物理チャネルの送信を制御したりすることもできる。
上位層処理部２０１は、制御部２０３を介してその制御情報を送信部２０７に出力する。
【０２１７】
　また、上位層処理部２０１は、複数のサービングセルまたは複数のサービングセルそれ
ぞれに対応する複数のコンポーネントキャリアを用いるキャリアアグリゲーションを行な
う場合、物理チャネルの優先度に応じて、種々の物理チャネルの送信電力を制御したり、
種々の物理チャネルの送信を制御したりすることもできる。
【０２１８】
　また、上位層処理部２０１は、セルの優先度に応じて、該セルから送信される種々の物
理チャネルの送信制御を行なってもよい。上位層処理部２０１は、制御部２０３を介して
その制御情報を送信部２０７に出力する。
【０２１９】
　上位層処理部２０１は、基地局装置１から通知された上りリンク参照信号の設定に関す
る情報に基づいて上りリンク参照信号の生成等を行なうように制御部２０３を介して送信
部２０７に指示情報を出力する。つまり、参照信号制御部２０１３は、制御部２０３を介
して、上りリンク参照信号の設定に関する情報を上りリンク参照信号生成部２０７９へ出
力する。
【０２２０】
　制御部２０３は、上位層処理部２０１からの制御情報に基づいて、受信部２０５、およ
び送信部２０７の制御を行なう制御信号を生成する。制御部２０３は、生成した制御信号
を受信部２０５および送信部２０７に出力して、受信部２０５および送信部２０７の制御
を行なう。
【０２２１】
　受信部２０５は、制御部２０３から入力された制御信号に従って、送受信アンテナ２１
１を介して基地局装置１から受信した受信信号を、分離、復調、復号し、復号した情報を
上位層処理部２０１に出力する。
【０２２２】
　受信部２０５は、第１の設定に関する情報および／または第２の設定に関する情報を受
信するか否かによって、適切な受信処理を行なう。例えば、第１の設定に関する情報また
は第２の設定に関する情報のうち、何れか一方を受信している場合には、受信した下りリ
ンク制御情報フォーマットから第１の制御情報フィールドを検出し、第１の設定に関する
情報および第２の設定に関する情報を受信している場合には、受信した下りリンク制御情
報フォーマットから第２の制御情報フィールドを検出する。
【０２２３】
　無線受信部２０５７は、各受信アンテナを介して受信した下りリンクの信号を、中間周
波数に変換し（ダウンコンバート）、不要な周波数成分を除去し、信号レベルが適切に維
持されるように増幅レベルを制御し、受信した信号の同相成分および直交成分に基づいて
、直交復調し、直交復調されたアナログ信号をディジタル信号に変換する。無線受信部２
０５７は、変換したディジタル信号からガードインターバルに相当する部分を除去し、ガ
ードインターバルを除去した信号に対して高速フーリエ変換を行ない、周波数領域の信号
を抽出する。
【０２２４】
　多重分離部２０５５は、抽出した信号をＰＤＣＣＨ、ＰＤＳＣＨ、および下りリンク参
照信号（ＤＬ－ＲＳ：　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ）に、そ
れぞれ分離する。尚、この分離は、下りリンク制御情報で通知された無線リソースの割り
当て情報などに基づいて行われる。また、多重分離部２０５５は、チャネル測定部２０９
から入力された伝送路の推定値から、ＰＤＣＣＨとＰＤＳＣＨの伝送路の補償を行なう。
また、多重分離部２０５５は、分離した下りリンク参照信号をチャネル測定部２０９に出
力する。
【０２２５】
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　復調部２０５３は、ＰＤＣＣＨに対して、ＱＰＳＫ変調方式の復調を行ない、復号部２
０５１へ出力する。また、復調部２０５３は、ＰＤＳＣＨに対して、ＱＰＳＫ、１６ＱＡ
Ｍ、６４ＱＡＭ等の下りリンク制御情報で通知された変調方式の復調を行ない、復号部２
０５１へ出力する。
【０２２６】
　復号部２０５１は、ＰＤＣＣＨの復号を試み、復号に成功した場合、復号した下りリン
ク制御情報を上位層処理部２０１に出力する。また、復号部２０５１は、下りリンク制御
情報で通知された符号化率に対する復号を行い、復号したデータ情報を上位層処理部２０
１へ出力する。
【０２２７】
　復号部２０５１は、上りリンクと下りリンクに対して、独立にクロスキャリアスケジュ
ーリングを行なう機能がない場合には、ＤＣＩフォーマット０とＤＣＩフォーマット１Ａ
を１つのＤＣＩフォーマットとして復号処理（ブラインドデコーディング）を行なう。
【０２２８】
　復号部２０５１は、上りリンクと下りリンクに対して、独立にクロスキャリアスケジュ
ーリングを行なう機能がある場合には、ＤＣＩフォーマット０とＤＣＩフォーマット１Ａ
を独立のＤＣＩフォーマットとして復号処理を行なう。
【０２２９】
　復号部２０５１は、上りリンクに対するクロスキャリアスケジューリングを行なう機能
がない場合、ＤＣＩフォーマット０またはＤＣＩフォーマット４などの上りリンクグラン
トのクロスキャリアスケジューリングが行なわれることを期待しない。
【０２３０】
　復号部２０５１は、下りリンクに対するクロスキャリアスケジューリングを行なう機能
がない場合、ＤＣＩフォーマット１またはＤＣＩフォーマット１Ａなどの下りリンクグラ
ントのクロスキャリアスケジューリングが行なわれることを期待しない。
【０２３１】
　復号部２０５１は、上りリンクと下りリンクに対して、何れか一方のクロスキャリアス
ケジューリングに関する設定が行なわれた場合には、ブラインドデコーディングの総数を
増やしてもよい。
【０２３２】
　復号部２０５１は、上りリンクまたは下りリンクに対するクロスキャリアスケジューリ
ングに関する設定が何れか一方のみセットされる場合、ブラインドデコーディングの総数
を超えないように復号化処理を行なう。例えば、ＵＳＳにおいて、ＰＤＣＣＨ候補数を制
限する。また、ＵＳＳにおいて、デコーディングを行なうアグリゲーションレベルを制限
する。また、復号化処理を行なうセル（コンポーネントキャリア）を制限する。例えば、
プライマリーセルに対してのみ、復号化処理を行なう。基地局装置１は、ブラインドデコ
ーディングが増えないように、制限されたＰＤＣＣＨ候補数やアグリゲーションレベル、
セルを用いて、ＰＤＣＣＨを送信する。
【０２３３】
　チャネル測定部２０９は、多重分離部２０５５から入力された下りリンク参照信号から
下りリンクのパスロスを測定し、測定したパスロスを上位層処理部２０１へ出力する。ま
た、チャネル測定部２０９は、下りリンク参照信号から下りリンクの伝送路の推定値を算
出し、多重分離部２０５５へ出力する。また、チャネル測定部２０９は、参照信号制御部
２０１３から制御部２０３を介して通知された測定に関する種々の情報、測定報告に関す
る種々の情報に従って、第１の信号および／または第２の信号の受信電力測定や受信品質
測定を行なう。その結果を上位層処理部２０１に出力する。また、チャネル測定部２０９
は、第１の信号および／または第２の信号のチャネル評価を行なうことを指示された場合
、それぞれの信号のチャネル評価に関する結果を上位層処理部２０１に出力してもよい。
ここで、第１の信号や第２の信号は、参照信号（パイロット信号、パイロットチャネル、
基準信号）であり、第１の信号や第２の信号の他に第３の信号や第４の信号があってもよ
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い。つまり、チャネル測定部２０９は、１つ以上の信号のチャネルを測定する。また、チ
ャネル測定部２０９は、上位層処理部２０１から、制御部２０３を介して、通知された制
御情報に従って、チャネル測定を行なう信号を設定する。
【０２３４】
　また、チャネル測定部２０９は、あるセル（第１のセル）において、上りリンク送信が
要求された上りリンクサブフレームが生じたことによって、あるセルとは異なるセル（第
２のセル）の同じサブフレームでＣＲＳやＣＳＩ－ＲＳを測定できなかった場合、第２の
セルにおける測定結果（受信電力や受信品質、チャネル品質など）の平均を測定できなか
ったサブフレームを除いて行なってもよい。言い換えると、チャネル測定部２０９は、受
信したＣＲＳやＣＳＩ－ＲＳのみを用いて、測定結果（受信電力や受信品質、チャネル品
質など）の平均値を算出してもよい。その算出結果（算出結果に対応するインディケータ
または情報）を送信部２０７を介して、基地局装置１へ送信してもよい。
【０２３５】
　送信部２０７は、制御部２０３から入力された制御信号（制御情報）に基づいて、上り
リンク復調参照信号（ＵＬ　ＤＭＲＳ）および／またはサウンディング参照信号（ＳＲＳ
）を生成し、上位層処理部２０１から入力されたデータ情報を符号化および変調し、ＰＵ
ＣＣＨ、ＰＵＳＣＨ、および生成したＵＬ　ＤＭＲＳおよび／またはＳＲＳを多重し、Ｐ
ＵＣＣＨ、ＰＵＳＣＨ、ＵＬ　ＤＭＲＳ、およびＳＲＳの送信電力を調整し、送受信アン
テナ２１１を介して基地局装置１に送信する。
【０２３６】
　また、送信部２０７は、上位層処理部２０１から測定結果に関する情報が出力された場
合、送受信アンテナ２１１を介して基地局装置１に送信する。
【０２３７】
　また、送信部２０７は、上位層処理部２０１からチャネル評価に関する結果であるチャ
ネル状態情報が出力された場合、そのチャネル状態情報を基地局装置１へフィードバック
する。つまり、上位層処理部２０１は、チャネル測定部２０９から通知された測定結果に
基づいてチャネル状態情報（ＣＳＩ、ＣＱＩ、ＰＭＩ、ＲＩ）を生成し、制御部２０３を
介して基地局装置１へフィードバックする。
【０２３８】
　送信部２０７は、受信部２０５において、所定のグラント（または所定の下りリンク制
御情報フォーマット）が検出されると、所定のグラントに対応する上りリンク信号を、グ
ラントを検出したサブフレームから所定のサブフレーム以降の最初の上りリンクサブフレ
ームで上りリンク信号を送信する。例えば、サブフレームｉでグラントを検出すると、サ
ブフレームｉ＋ｋ以降の最初の上りリンクサブフレームで上りリンク信号を送信すること
ができる。
【０２３９】
　また、送信部２０７は、上りリンク信号の送信サブフレームがサブフレームｉである場
合、サブフレームｉ－ｋで受信したＴＰＣコマンドによって得られる電力制御調整値に基
づいて上りリンク信号の送信電力をセットする。ここで、電力制御調整値ｆ（ｉ）（また
はｇ（ｉ））は、ＴＰＣコマンドにセットされた値に対応付けられた補正値または絶対値
に基づいて設定される。アキュムレーションが有効な場合、ＴＰＣコマンドにセットされ
た値に対応付けられた補正値を累算し、その累算結果を電力制御調整値として適用する。
アキュムレーションが有効でない場合、単一のＴＰＣコマンドにセットされた値に対応付
けられた絶対値を電力制御調整値として適用する。
【０２４０】
　送信部２０７は、受信部２０５において第１の設定に関する情報または第２の設定に関
する情報のうち、何れか一方を受信する場合には、第１の上りリンク電力制御に関するパ
ラメータに基づいて送信電力をセットし、受信部２０５において第１の設定に関する情報
および第２の設定に関する情報を受信する場合には、第２の上りリンク電力制御に関する
パラメータに基づいて送信電力をセットし、上りリンク信号を送信する。
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【０２４１】
　符号部２０７１は、上位層処理部２０１から入力された上りリンク制御情報、およびデ
ータ情報を、ターボ符号化、畳み込み符号化、ブロック符号化等の符号化を行なう。変調
部２０７３は、符号部２０７１から入力された符号化ビットをＢＰＳＫ、ＱＰＳＫ、１６
ＱＡＭ、６４ＱＡＭ等の変調方式で変調する。
【０２４２】
　上りリンク参照信号生成部２０７９は、上りリンク参照信号の設定に関する情報に基づ
いて上りリンク参照信号を生成する。つまり、上りリンク参照信号生成部２０７９は、基
地局装置１を識別するためのセル識別子、上りリンク復調参照信号、第１の上りリンク参
照信号、第２の上りリンク参照信号を配置する帯域幅などを基に予め定められた規則で求
まる、基地局装置１が既知のＣＡＺＡＣ系列を生成する。また、上りリンク参照信号生成
部２０７９は、制御部２０３から入力された制御信号に基づいて、生成した上りリンク復
調参照信号、第１の上りリンク参照信号、第２の上りリンク参照信号のＣＡＺＡＣ系列に
サイクリックシフトを与える。
【０２４３】
　上りリンク参照信号生成部２０７９は、上りリンク復調参照信号および／またはサウン
ディング参照信号、上りリンク参照信号の基準系列を所定のパラメータに基づいて初期化
してもよい。所定のパラメータは各参照信号で同じパラメータであってもよい。また、所
定のパラメータは各参照信号に独立に設定されたパラメータであってもよい。つまり、上
りリンク参照信号生成部２０７９は、独立に設定されたパラメータがなければ、同じパラ
メータで各参照信号の基準系列を初期化することができる。
【０２４４】
　多重部２０７５は、制御部２０３から入力された制御信号に基づいて、ＰＵＳＣＨの変
調シンボルを並列に並び替えてから離散フーリエ変換（ＤＦＴ：　Ｄｉｓｃｒｅｔｅ　Ｆ
ｏｕｒｉｅｒ　Ｔｒａｎｓｆｏｒｍ）し、ＰＵＣＣＨとＰＵＳＣＨの信号と生成したＵＬ
　ＤＭＲＳおよびＳＲＳを多重する。
【０２４５】
　無線送信部２０７７は、多重した信号を逆高速フーリエ変換して、ＳＣ－ＦＤＭＡ方式
の変調を行い、ＳＣ－ＦＤＭＡ変調されたＳＣ－ＦＤＭＡシンボルにガードインターバル
を付加し、ベースバンドのディジタル信号を生成し、ベースバンドのディジタル信号をア
ナログ信号に変換し、アナログ信号から中間周波数の同相成分および直交成分を生成し、
中間周波数帯域に対する余分な周波数成分を除去し、中間周波数の信号を高周波数（無線
周波数）の信号に変換（アップコンバート）し、余分な周波数成分を除去し、電力増幅し
、送受信アンテナ２１１に出力して送信する。
【０２４６】
　なお、本発明の実施形態において、受信処理とは、検出処理（Ｄｅｔｅｃｔｉｏｎ）を
含んでもよい。また、受信処理とは、復調処理（Ｄｅｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ）を含んでも
よい。また、受信処理とは、復号処理（Ｄｅｃｏｄｅ，　Ｄｅｃｏｄｉｎｇ）を含んでも
よい。
【０２４７】
　端末装置２は、物理チャネルの種類に応じて送信する物理チャネル／物理信号の優先度
が設定または事前に定義されてもよい。
【０２４８】
　なお、本発明の実施形態では、端末装置２は、ＣＳＩ－ＲＳまたはＤＲＳ（Ｄｉｓｃｏ
ｖｅｒｙ　Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ）に基づく受信電力の測定結果を基地局装
置１へ報告してもよい。端末装置２は、その報告を周期的に行なってもよい。また、端末
装置２は、その報告をある条件を満たした場合に行なってもよい。
【０２４９】
　なお、本発明の実施形態では、端末装置２はＣＳＩ－ＲＳまたはＤＲＳに基づく受信電
力を測定する場合、その受信電力に基づいて上りリンク信号の送信電力制御を行なっても
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よい。つまり、端末装置２は、下りリンクパスロスをその受信電力に基づいて決定しても
よい。
【０２５０】
　なお、本発明の実施形態では、端末装置２は、第１の上りリンク参照信号および／また
は第２の上りリンク参照信号の送信電力を含む種々の上りリンク信号の送信電力の合計が
端末装置２に設定される最大送信電力を超える場合、第１の上りリンク参照信号および／
または第２の上りリンク参照信号を送信しなくてもよい。
【０２５１】
　なお、本発明の実施形態では、基地局装置１または端末装置２は、ある条件を満たすと
、一方を上りリンク参照ＵＬ－ＤＬ設定として設定し、もう一方を下りリンク参照ＵＬ－
ＤＬ設定として設定してもよい。例えば、端末装置２は、第１の設定に関する情報と第２
の設定に関する情報の２つを受信してから上りリンク参照ＵＬ－ＤＬ設定と下りリンク参
照ＵＬ－ＤＬ設定に設定してもよい。なお、上りリンクに関連するＤＣＩフォーマット（
例えば、ＤＣＩフォーマット０／４）は、上りリンク参照ＵＬ－ＤＬ設定で設定されてい
る下りリンクサブフレームで送信されてもよい。
【０２５２】
　また、上りリンク参照ＵＬ－ＤＬ設定と下りリンク参照ＵＬ－ＤＬ設定は同じテーブル
を使用してそれぞれ設定されてもよい。ただし、同じテーブルに基づいて上りリンク参照
ＵＬ－ＤＬ設定と下りリンク参照ＵＬ－ＤＬ設定のインデックスが設定される場合、上り
リンク参照ＵＬ－ＤＬ設定と下りリンク参照ＵＬ－ＤＬ設定は異なるインデックスで設定
されることが好ましい。つまり、上りリンク参照ＵＬ－ＤＬ設定と下りリンク参照ＵＬ－
ＤＬ設定は、異なるサブフレームパターンが設定されることが好ましい。
【０２５３】
　１つのサービングセル（プライマリーセル、セカンダリーセル）に対して、複数のＴＤ
Ｄ　ＵＬ／ＤＬ設定（ＵＬ／ＤＬ設定、ＵＬ－ＤＬ設定）が示される場合には、条件に応
じて、何れか一方を上りリンク参照ＵＬ－ＤＬ設定として設定し、もう一方を下りリンク
参照ＵＬ－ＤＬ設定として設定してもよい。なお、上りリンク参照ＵＬ－ＤＬ設定は、少
なくとも物理下りリンク制御チャネルが配置されるサブフレームと前記物理下りリンク制
御チャネルが対応する物理上りリンク共用チャネルが配置されるサブフレームとの対応を
決定するために用いられ、実際の信号の送信方向（つまり、上りリンクまたは下りリンク
）とは異なってもよい。下りリンク参照ＵＬ－ＤＬ設定は、少なくとも物理下りリンク共
用チャネルが配置されるサブフレームと前記物理下りリンク共用チャネルに対応するＨＡ
ＲＱ－ＡＣＫが送信されるサブフレームとの対応を決定するために用いられ、実際の信号
の送信方向（つまり、上りリンクまたは下りリンク）とは異なっても構わない。すなわち
、上りリンク参照ＵＬ－ＤＬ設定は、ＰＤＣＣＨ／ＥＰＤＣＣＨ／ＰＨＩＣＨが配置され
るサブフレームｎと前記ＰＤＣＣＨ／ＥＰＤＣＣＨ／ＰＨＩＣＨが対応するＰＵＳＣＨが
配置されるサブフレームｎ＋ｋとの対応を特定（選択、決定）するために用いられる。１
つのプライマリーセルが設定されている場合、または、１つのプライマリーセルおよび１
つのセカンダリーセルが設定され、プライマリーセルに対する上りリンク参照ＵＬ－ＤＬ
設定およびセカンダリーセルに対する上りリンク参照ＵＬ－ＤＬ設定が同じ場合は、２つ
のサービングセルのそれぞれにおいて、対応する上りリンク参照ＵＬ－ＤＬ設定が、ＰＤ
ＣＣＨ／ＥＰＤＣＣＨ／ＰＨＩＣＨが配置されるサブフレームと前記ＰＤＣＣＨ／ＥＰＤ
ＣＣＨ／ＰＨＩＣＨが対応するＰＵＳＣＨが配置されるサブフレームとの対応を決定する
ために用いられる。また、下りリンク参照ＵＬ－ＤＬ設定は、ＰＤＳＣＨが配置されるサ
ブフレームｎと前記ＰＤＳＣＨに対応するＨＡＲＱ－ＡＣＫが送信されるサブフレームｎ
＋ｋとの対応を特定（選択、決定）するために用いられる。１つのプライマリーセルが設
定されている場合、または、１つのプライマリーセルおよび１つのセカンダリーセルが設
定され、プライマリーセルに対する下りリンク参照ＵＬ－ＤＬ設定およびセカンダリーセ
ルに対する下りリンク参照ＵＬ－ＤＬ設定が同じ場合は、２つのサービングセルのそれぞ
れにおいて、対応する下りリンク参照ＵＬ－ＤＬ設定が、ＰＤＳＣＨが配置されるサブフ
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レームｎと前記ＰＤＳＣＨに対応するＨＡＲＱ－ＡＣＫが送信されるサブフレームｎ＋ｋ
との対応を特定（選択、決定）するために用いられる。
【０２５４】
　また、端末装置２は、上りリンク送信参照用のＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ設定（第１のＴＤＤ
　ＵＬ／ＤＬ設定）と下りリンク送信参照用のＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ設定（第２のＴＤＤ　
ＵＬ／ＤＬ設定）が設定され、さらに、上りリンク送信電力制御に関する情報が設定され
ると、第１のＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ設定と第２のＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ設定で同じ種類のサブ
フレームが設定されている場合には、そのサブフレームの上りリンク電力制御は第１の上
りリンク電力制御に関するパラメータに基づいてセットされ、第１のＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ
設定と第２のＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ設定で異なる種類のサブフレームが設定されている場合
には、そのサブフレームの上りリンク電力は第２の上りリンク電力制御に関するパラメー
タに基づいてセットされる。
【０２５５】
　なお、フレキシブルサブフレームは、上りリンクサブフレームであり、下りリンクサブ
フレームであるサブフレームのことである。また、フレキシブルサブフレームは、下りリ
ンクサブフレームであり、スペシャルサブフレームであるサブフレームのことである。ま
た、フレキシブルサブフレームは、上りリンクサブフレームであり、スペシャルサブフレ
ームであるサブフレームのことである。つまり、フレキシブルサブフレームは、第１のサ
ブフレームであり、第２のサブフレームであるサブフレームのことである。例えば、また
、フレキシブルサブフレームとして設定されるサブフレームは、条件１の場合、第１のサ
ブフレーム（例えば、上りリンクサブフレーム）として処理され、条件２の場合、第２の
サブフレーム（例えば、下りリンクサブフレーム）として処理される。
【０２５６】
　なお、フレキシブルサブフレームは、第１の設定および第２の設定に基づいてセットさ
れてもよい。例えば、あるサブフレームｉに対して第１の設定では上りリンクサブフレー
ム、第２の設定では下りリンクサブフレームとして設定された場合、サブフレームｉはフ
レキシブルサブフレームとなる。フレキシブルサブフレームは、フレキシブルサブフレー
ムのサブフレームパターンを指示する情報に基づいて設定されてもよい。
【０２５７】
　また、複数のサブフレームセットは、２つのＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ設定ではなく、１つの
ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ設定とフレキシブルサブフレームパターン（下りリンク候補サブフレ
ームパターンまたは上りリンク候補サブフレームパターン、追加サブフレーム）に基づい
て設定されてもよい。端末装置２は、フレキシブルサブフレームパターンで示されるサブ
フレームインデックスにおいては、ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ設定で上りリンクサブフレームと
示されていてもそのサブフレームで上りリンク信号を送信することがなければ、下りリン
ク信号を受信することができるし、ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ設定で下りリンクサブフレームと
示されていても事前にそのサブフレームで上りリンク信号を送信することを指示されてい
れば、上りリンク信号を送信することができる。特定のサブフレームに対して上りリンク
／下りリンク候補のサブフレームとして指示されてもよい。
【０２５８】
　端末装置２は、ある条件を満たすと、何れか一方を上りリンクのためのサブフレームセ
ットと認識し、もう一方を下りリンクのためのサブフレームセットと認識してもよい。こ
こで、上りリンクのためのサブフレームセットとは、ＰＵＳＣＨおよびＰＨＩＣＨの送信
のために設定されるサブフレームのセットであり、下りリンクサブフレームセットとは、
ＰＤＳＣＨおよびＨＡＲＱの送信のために設定されるサブフレームのセットである。ＰＵ
ＳＣＨとＰＨＩＣＨのサブフレームの関連を示す情報とＰＤＳＣＨとＨＡＲＱのサブフレ
ームの関連を示す情報が端末装置２に事前に設定されてもよい。
【０２５９】
　なお、本発明の実施形態において、１つのサービングセル（プライマリーセル、セカン
ダリーセル、キャリア周波数、送信周波数、コンポーネントキャリア）に対して複数のサ
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ブフレームセットが設定されてもよい。複数のサブフレームセットが設定されるセルと複
数のサブフレームセットが設定されないセルがあってもよい。
【０２６０】
　なお、本発明の実施形態において、１つのサービングセルに対して、２つ以上のサブフ
レームセットが独立に構成される場合、それぞれのサブフレームセットに対して、端末装
置２毎に設定される最大送信電力（ＰＣＭＡＸ、ＰＣＭＡＸ，ｃ）が設定されてもよい。
つまり、端末装置２は、独立した最大送信電力を複数設定してもよい。つまり、１つのサ
ービングセルに対して、複数の最大送信電力（ＰＣＭＡＸ、ＰＣＭＡＸ，ｃ）がセットさ
れてもよい。また、１つのサービングセルに対して、複数の最大許容出力電力（ＰＥＭＡ

Ｘ，ｃ）が設定されてもよい。
【０２６１】
　また、種々の上りリンク信号のリソース割り当てが同じ場合、基地局装置１は、各上り
リンク信号の信号系列の違いによって、種々の上りリンク信号を検出することができる。
つまり、基地局装置１は、受信した上りリンク信号の信号系列の違いによって、各上りリ
ンク信号を識別することができる。また、基地局装置１は、受信した上りリンク信号の信
号系列の違いによって、自局宛ての送信か否かを判定することができる。
【０２６２】
　さらに、端末装置２は、基地局装置１からＣＳＩ－ＲＳまたはＤＲＳによる受信電力測
定が指示された場合、その測定結果に基づいて下りリンクパスロスを算出し、上りリンク
送信電力制御に用いてもよい。
【０２６３】
　ここで、受信電力測定は、参照信号受信電力（ＲＳＲＰ：　Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉ
ｇｎａｌ　Ｒｅｃｅｉｖｅｄ　Ｐｏｗｅｒ）測定や受信信号電力測定と呼称する場合もあ
る。また、受信品質測定は、参照信号受信品質（ＲＳＲＱ：　Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉ
ｇｎａｌ　Ｒｅｃｅｉｖｅｄ　Ｑｕａｌｉｔｙ）測定や受信信号品質測定と呼称する場合
もある。
【０２６４】
　また、ＣＳＩ－ＲＳまたはＤＲＳのリソース割り当て（Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ａｌｌｏｃ
ａｔｉｏｎ，　ｍａｐｐｉｎｇ　ｔｏ　ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｅｌｅｍｅｎｔｓ，　ｍａｐ
ｐｉｎｇ　ｔｏ　ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｒｅｓｏｕｒｃｅｓ）は、周波数シフトされてもよ
い。ＣＳＩ－ＲＳまたはＤＲＳの周波数シフトは、物理セルＩＤに基づいて決定されても
よい。また、ＣＳＩ－ＲＳまたはＤＲＳの周波数シフトは、仮想セルＩＤに基づいて決定
されてもよい。
【０２６５】
　例えば、端末装置２は、基地局装置１から情報が通知されなければ、第１の下りリンク
参照信号の受信電力測定を行なう。基地局装置１から端末装置２に対して、第２の下りリ
ンク参照信号の受信電力測定を行なうか否かを指示する情報が通知される。端末装置２は
、その指示情報が第２の下りリンク参照信号の受信電力測定を行なうことができると指示
している場合、第２の下りリンク参照信号の受信電力測定を行なう。この時、端末装置２
は、パラレルに第１の下りリンク参照信号の受信電力測定を行なってもよい。端末装置２
は、その指示情報が第２の下りリンク参照信号の受信電力測定を行なうことができないと
指示している場合、端末装置２は、第１の下りリンク参照信号のみの受信電力測定を行な
う。さらに、この指示情報には、第２の下りリンク参照信号の受信品質測定を行なうか否
かを指示する情報が含まれてもよい。また、第３の下りリンク参照信号は、この指示情報
によらず、受信電力測定を行なってもよい。
【０２６６】
　１つのサービングセルに対して、２つのサブフレームセットが設定される場合、第２の
サブフレームセットがフレキシブルサブフレームのサブフレームパターンであるとすると
、フレキシブルサブフレームに対するＴＰＣコマンドフィールドを含むＤＣＩフォーマッ
トを受信可能なサブフレームのパターンを指示する情報が基地局装置１から端末装置２へ
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送信されてもよい。
【０２６７】
　第１のサブフレームセットに属する上りリンクサブフレームに対して適用可能なＴＰＣ
コマンドが送信されるサブフレームのパターンと第２のサブフレームセットに属する上り
リンクサブフレームに対して適用可能なＴＰＣコマンドが送信されるサブフレームのパタ
ーンがそれぞれ設定されてもよい。上りリンクサブフレームとその上りリンクサブフレー
ムに対するＴＰＣコマンドを含むＤＣＩフォーマットが送信される下りリンクサブフレー
ムの対応付け（紐付け）がテーブル管理されてもよい。
【０２６８】
　また、ＲＳＲＰ測定結果をサブフレームセットで独立であってもよい。固定サブフレー
ムの下りリンクサブフレームで受信したＣＲＳによるＲＳＲＰとフレキシブルサブフレー
ムで受信したＣＲＳによるＲＳＲＰの測定は独立に行なってもよい。
【０２６９】
　なお、本発明の実施形態では、１つのセル（サービングセル、プライマリーセル、セカ
ンダリーセル）において、複数のサブフレームセットが設定される場合、それらのサブフ
レームセットは、ビットマップ（ビット列）で示されてもよい。例えば、固定サブフレー
ムで構成されるサブフレームセットをビット列で示されてもよい。また、フレキシブルサ
ブフレームで構成されるサブフレームセットをビット列で示されてもよい。また、それら
のサブフレームセットは、ＦＤＤとＴＤＤで独立に設定されてもよい。例えば、ＦＤＤで
は、４０ビットのビット列、ＴＤＤでは、サブフレーム設定（ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ設定）
１～５では、２０ビットのビット列、サブフレーム設定０では、７０ビットのビット列、
サブフレーム設定６では、６０ビットのビット列で示されてもよい。これらのビット列の
最初のビットまたは左端のビットが、システムフレーム番号（ＳＦＮ：　Ｓｙｓｔｅｍ　
Ｆｒａｍｅ　Ｎｕｍｂｅｒ）ｍｏｄ　ｘ＝０を満たす無線フレームのサブフレーム＃０に
対応する。ビット列のうち、“１”がセットされたサブフレームが使われる。例えば、１
０ビットのビット列で“１０１１００００１１”で示される場合、サブフレーム＃０、＃
２、＃３、＃８、＃９が使われる。
【０２７０】
　なお、本発明の実施形態では、１つのセル（サービングセル、プライマリーセル、セカ
ンダリーセル）において、複数のサブフレームセットが設定される場合、上りリンクサブ
フレームセットは、上りリンク参照ＵＬ／ＤＬ設定に基づいて設定され、下りリンクサブ
フレームセットは、下りリンク参照ＵＬ／ＤＬ設定に基づいて設定されてもよい。
【０２７１】
　本発明の実施形態では、プライマリーセルに対して、ＲＳＲＰ／ＲＳＲＱ／無線リンク
モニタリングなどのプライマリーセル測定に対するサブフレームパターン（ｍｅａｓＳｕ
ｂｆｒａｍｅＰａｔｔｅｒｎＰＣｅｌｌ）と、ＣＳＩを測定するためのサブフレームパタ
ーン（ｃｓｉ－ｍｅａｓＳｕｂｆｒａｍｅＳｅｔ１，　ｃｓｉ－ｍｅａｓＳｕｂｆｒａｍ
ｅＳｅｔ２）と、ＥＰＤＣＣＨをモニタリングするためのサブフレームパターン（ｅｐｄ
ｃｃｈ－ＳｕｂｆｒａｍｅＰａｔｔｅｒｎ）が設定される。
【０２７２】
　本発明の実施形態では、セカンダリーセルに対して、ＥＰＤＣＣＨをモニタリングする
ためのサブフレームパターン（ｅｐｄｃｃｈ－ＳｕｂｆｒａｍｅＰａｔｔｅｒｎ）が設定
される。
【０２７３】
　本発明の実施形態では、隣接セルに対して、キャリア周波数におけるＲＳＲＰとＲＳＲ
Ｑを測定するためのサブフレームパターン（ｍｅａｓＳｕｂｆｒａｍｅＰａｔｔｅｒｎＮ
ｅｉｇｈ）が設定される。
【０２７４】
　本発明の実施形態では、ＣＳＩを測定するためのサブフレームパターン（ｃｓｉ－ｍｅ
ａｓＳｕｂｆｒａｍｅＳｅｔ１，　ｃｓｉ－ｍｅａｓＳｕｂｆｒａｍｅＳｅｔ２）は、プ
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ライマリーセルとセカンダリーセルで共通であってもよい。
【０２７５】
　本発明の実施形態では、サブフレームパターンは、ＦＤＤとＴＤＤで独立に設定されて
もよい。例えば、ＦＤＤでは、４０ビットのビット列、ＴＤＤでは、サブフレーム設定（
ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ設定）１～５では、２０ビットのビット列、サブフレーム設定０では
、７０ビットのビット列、サブフレーム設定６では、６０ビットのビット列で示されても
よい。これらのビット列の最初のビットまたは左端のビットが、システムフレーム番号（
ＳＦＮ：　Ｓｙｓｔｅｍ　Ｆｒａｍｅ　Ｎｕｍｂｅｒ）ｍｏｄ　ｘ＝０を満たす無線フレ
ームのサブフレーム＃０に対応する。ビット列のうち、“１”がセットされたサブフレー
ムが使われる。例えば、１０ビットのビット列で“１０１１００００１１”で示される場
合、サブフレーム＃０、＃２、＃３、＃８、＃９が使われる。
【０２７６】
　本発明の実施形態において、ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ設定は、基地局装置１から端末装置２
へ送信（通知、伝送）される。また、ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ設定は、ＳＩＢ１で通知されて
もよい。また、ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ設定は、上位層シグナリング（ＲＲＣシグナリング、
ＲＲＣメッセージ）で通知されてもよい。複数のＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ設定を用いて通信を
行なう端末装置２に対して、基地局装置１は、ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ設定をＬ１シグナリン
グまたはＬ２シグナリングで通知してもよい。
【０２７７】
　本発明の実施形態において、１つのセルにおいて、複数のＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ設定がセ
ットされる場合、１つは、上りリンク参照として用いられ、１つは、下りリンク参照とし
て用いられる。上りリンク参照として設定されるＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ設定は、ＰＵＳＣＨ
の送信タイミング、ＰＵＳＣＨに対するＰＨＩＣＨの受信タイミング、上りリンクグラン
トの受信タイミングなど、上りリンク送信／受信に関する処理を行なうために用いられる
。また、下りリンク参照として設定されるＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ設定は、ＰＤＣＣＨ／ＥＰ
ＤＣＣＨ／ＰＤＳＣＨの受信タイミング（モニタリング）、下りリンクグラントの受信タ
イミング、ＨＡＲＱ－ＡＣＫを伴うＰＵＣＣＨの送信タイミングなど、下りリンク送信／
受信に関する処理を行なうために用いられる。
【０２７８】
　本発明の実施形態において、プライマリーセルに対して複数のＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ設定
（ＵＬ／ＤＬ設定）がセットされる場合、プライマリーセルにおける各サブフレームパタ
ーンは、ＳＩＢ１で通知されるＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ設定に基づいて決定されてもよい。ま
た、プライマリーセルにおける各サブフレームパターンは、上位層シグナリング（ＲＲＣ
シグナリング、ＲＲＣメッセージ）で通知されるＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ設定に基づいて決定
されてもよい。また、プライマリーセルにおける各サブフレームパターンは、Ｌ１シグナ
リング（下りリンクグラント、上りリンクグラント、ＰＤＣＣＨ／ＥＰＤＣＣＨ、ＤＣＩ
フォーマット）で通知されたＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ設定に基づいて決定されてもよい。また
、プライマリーセルにおける各サブフレームパターンは、Ｌ２シグナリング（ＭＡＣ　Ｃ
Ｅ）で通知されたＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ設定に基づいて決定されてもよい。また、プライマ
リーセルにおける各サブフレームパターンは、上りリンク参照として用いられるＴＤＤ　
ＵＬ／ＤＬ設定（上りリンク参照ＵＬ／ＤＬ設定）に基づいて決定されてもよい。また、
プライマリーセルにおける各サブフレームパターンは、下りリンク参照として用いられる
ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ設定（下りリンク参照ＵＬ／ＤＬ設定）に基づいて決定されてもよい
。また、プライマリーセルにおける各サブフレームパターンは、共通のＴＤＤ　ＵＬ／Ｄ
Ｌ設定に基づいて決定されてもよい。また、プライマリーセルにおける各サブフレームパ
ターンは、独立に決定されてもよい。例えば、プライマリーセル測定に対するサブフレー
ムパターンは、ＳＩＢ１で通知されるＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ設定に基づき、ＥＰＤＣＣＨを
モニタリングするためのサブフレームパターンは、上位層シグナリング（ＲＲＣシグナリ
ング、ＲＲＣメッセージ）で通知されるＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ設定に基づいて決定されても
よい。プライマリーセル測定に対するサブフレームパターンは、ＳＩＢ１で通知されるＴ
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ＤＤ　ＵＬ／ＤＬ設定に基づき、ＣＳＩを測定するためのサブフレームパターンは、Ｌ１
シグナリングに基づいて決定されてもよい。具体的には、プライマリーセル測定に対する
サブフレームパターンは、サブフレーム設定（ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ設定）０に対応するビ
ット列に基づき、ＥＰＤＣＣＨをモニタリングするためのサブフレームパターンは、サブ
フレーム設定（ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ設定）３に基づき、ＣＳＩを測定するためのサブフレ
ームパターンは、サブフレーム設定（ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ設定）６に基づいてもよい。な
お、サブフレーム設定（ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ設定）の値は一例であって、異なる値であっ
てもよい。
【０２７９】
　本発明の実施形態において、セカンダリーセルに対して複数のＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ設定
（ＵＬ／ＤＬ設定）がセットされる場合、セカンダリーセルにおけるサブフレームパター
ンは、セカンダリーセルに対するシステム情報で通知されるＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ設定に基
づいて決定されてもよい。また、セカンダリーセルにおけるサブフレームパターンは、上
位層シグナリング（ＲＲＣシグナリング、ＲＲＣメッセージ）で通知されるＴＤＤ　ＵＬ
／ＤＬ設定に基づいて決定されてもよい。また、セカンダリーセルにおけるサブフレーム
パターンは、Ｌ１シグナリング（下りリンクグラント、上りリンクグラント、ＰＤＣＣＨ
／ＥＰＤＣＣＨ、ＤＣＩフォーマット）で通知されたＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ設定に基づいて
決定されてもよい。また、セカンダリーセルにおけるサブフレームパターンは、Ｌ２シグ
ナリング（ＭＡＣ　ＣＥ）で通知されたＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ設定に基づいて決定されても
よい。また、セカンダリーセルにおけるサブフレームパターンは、上りリンク参照として
設定されたＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ設定（上りリンク参照ＵＬ／ＤＬ設定）に基づいて決定さ
れてもよい。また、セカンダリーセルにおけるサブフレームパターンは、下りリンク参照
として設定されたＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ設定（下りリンク参照ＵＬ／ＤＬ設定）に基づいて
決定されてもよい。なお、ＣＳＩを測定するためのサブフレームパターンがプライマリー
セルと独立に設定される場合、セカンダリーセルにおけるＣＳＩを測定するためのサブフ
レームパターンは、プライマリーセルと独立に決定されてもよい。
【０２８０】
　本発明の実施形態において、プライマリーセルとセカンダリーセルに対して、それぞれ
複数のＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ設定（ＵＬ／ＤＬ設定）がセットされる場合、プライマリーセ
ルとセカンダリーセルそれぞれにおける各サブフレームパターンは、共通のＴＤＤ　ＵＬ
／ＤＬ設定に基づいて決定されてもよい。例えば、ＳＩＢ１で通知されたＴＤＤ　ＵＬ／
ＤＬ設定であってもよいし、上位層シグナリングで通知されたＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ設定で
あってもよいし、Ｌ１／Ｌ２シグナリングで通知されたＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ設定であって
もよいし、上りリンク参照として設定されたＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ設定（上りリンク参照Ｕ
Ｌ／ＤＬ設定）であってもよいし、下りリンク参照として設定されたＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ
設定（下りリンク参照ＵＬ／ＤＬ設定）であってもよい。また、プライマリーセルとセカ
ンダリーセルそれぞれにおける各サブフレームパターンは、独立に決定されてもよい。例
えば、プライマリーセルにおけるサブフレームパターンは、ＳＩＢ１で通知されたＴＤＤ
　ＵＬ／ＤＬ設定に基づき、セカンダリーセルにおけるサブフレームパターンは、Ｌ１／
Ｌ２シグナリングで通知されたＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ設定に基づいて決定されてもよい。ま
た、プライマリーセルにおけるサブフレームパターンは、上りリンク参照として設定され
たＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ設定に基づき、セカンダリーセルにおけるサブフレームパターンは
、下りリンク参照として設定されたＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ設定に基づいてもよい。
【０２８１】
　本発明の実施形態において、プライマリーセルとセカンダリーセルに対して、それぞれ
複数のＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ設定（ＵＬ／ＤＬ設定）がセットされる場合、プライマリーセ
ルの上りリンク参照ＵＬ／ＤＬ設定は、ＳＩＢ１（またはＳＩＢ１以外のシステム情報）
で通知されてもよい。また、プライマリーセルの上りリンク参照ＵＬ／ＤＬ設定は、上位
層シグナリング（ＲＲＣシグナリング、ＲＲＣメッセージ）で通知されてもよい。また、
プライマリーセルの上りリンク参照ＵＬ／ＤＬ設定は、端末装置間で共通／専用の上位層
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シグナリング（ＲＲＣシグナリング、ＲＲＣメッセージ）で通知されてもよい。プライマ
リーセルの上りリンク参照ＵＬ／ＤＬ設定は、Ｌ１／Ｌ２シグナリングで通知されてもよ
い。プライマリーセルの下りリンク参照ＵＬ／ＤＬ設定は、プライマリーセルの上りリン
ク参照ＵＬ／ＤＬ設定で示した同様の方法で通知されてもよい。また、プライマリーセル
の上りリンク参照ＵＬ／ＤＬ設定と下りリンク参照ＵＬ／ＤＬ設定は独立なパラメータと
して設定されてもよい。
【０２８２】
　本発明の実施形態において、プライマリーセルとセカンダリーセルに対して、それぞれ
複数のＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ設定（ＵＬ／ＤＬ設定）がセットされる場合、セカンダリーセ
ルの上りリンク参照ＵＬ／ＤＬ設定は、システム情報に相当する上位層シグナリング（Ｒ
ＲＣシグナリング、ＲＲＣメッセージ）で通知されてもよい。また、セカンダリーセルの
上りリンク参照ＵＬ／ＤＬ設定は、システム情報に相当しない、端末装置間で共通／専用
の上位層シグナリング（ＲＲＣシグナリング、ＲＲＣメッセージ）で通知されてもよい。
セカンダリーセルの上りリンク参照ＵＬ／ＤＬ設定は、Ｌ１／Ｌ２シグナリングで通知さ
れてもよい。セカンダリーセルの下りリンク参照ＵＬ／ＤＬ設定は、セカンダリーセルの
上りリンク参照ＵＬ／ＤＬ設定で示した同様の方法で通知されてもよい。また、セカンダ
リーセルの上りリンク参照ＵＬ／ＤＬ設定と下りリンク参照ＵＬ／ＤＬ設定は独立なパラ
メータとして設定されてもよい。
【０２８３】
　本発明の実施形態において、サービングセルに対する下りリンク参照ＵＬ／ＤＬ設定（
ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ設定）は、プライマリーセルのＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ設定およびセカン
ダリーセルのＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ設定に基づいて決定される。
【０２８４】
　本発明の実施形態において、プライマリーセルとセカンダリーセルに対して、それぞれ
複数のＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ設定（ＵＬ／ＤＬ設定）がセットされる場合、サービングセル
に対する下りリンク参照ＵＬ／ＤＬ設定は、プライマリーセルをＳＩＢ１で通知されたＴ
ＤＤ　ＵＬ／ＤＬ設定とし、セカンダリーセルを上位層シグナリングで通知されたＴＤＤ
　ＵＬ／ＤＬ設定として、決定されてもよい。サービングセルに対する下りリンク参照Ｕ
Ｌ／ＤＬ設定は、プライマリーセルのＵＬ／ＤＬ設定をＳＩＢ１で通知されたＴＤＤ　Ｕ
Ｌ／ＤＬ設定とし、セカンダリーセルのＵＬ／ＤＬ設定をＬ１シグナリングで通知された
ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ設定として、決定されてもよい。また、サービングセルに対する下り
リンク参照ＵＬ／ＤＬ設定は、プライマリーセルのＵＬ／ＤＬ設定を下りリンク参照ＵＬ
／ＤＬ設定とし、セカンダリーセルのＵＬ／ＤＬ設定を下りリンク参照ＵＬ／ＤＬ設定と
して、決定されてもよい。また、サービングセルに対する下りリンク参照ＵＬ／ＤＬ設定
は、プライマリーセルのＵＬ／ＤＬ設定を下りリンク参照ＵＬ／ＤＬ設定とし、セカンダ
リーセルのＵＬ／ＤＬ設定を上りリンク参照ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ設定として、決定されて
もよい。また、サービングセルに対する下りリンク参照ＵＬ／ＤＬ設定は、プライマリー
セルのＵＬ／ＤＬ設定を上りリンク参照ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ設定とし、セカンダリーセル
のＵＬ／ＤＬ設定を下りリンク参照ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ設定として、決定されてもよい。
プライマリーセルおよびセカンダリーセルのＵＬ／ＤＬ設定は一例であって、他の条件に
よって、通知されたＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ設定であってもよい。
【０２８５】
　本発明の実施形態において、サービングセルに対する上りリンク参照ＵＬ／ＤＬ設定（
ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ設定）は、あるサービングセルのＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ設定および他の
サービングセルのＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ設定に基づいて決定される。
【０２８６】
　本発明の実施形態において、複数のサービングセルに対して、それぞれ複数のＴＤＤ　
ＵＬ／ＤＬ設定（ＵＬ／ＤＬ設定）がセットされる場合、サービングセルに対する上りリ
ンク参照ＵＬ／ＤＬ設定は、あるサービングセルをＳＩＢ１で通知されたＴＤＤ　ＵＬ／
ＤＬ設定とし、他のサービングセルを上位層シグナリングで通知されたＴＤＤ　ＵＬ／Ｄ
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Ｌ設定として、決定されてもよい。また、サービングセルに対する上りリンク参照ＵＬ／
ＤＬ設定は、あるサービングセルのＵＬ／ＤＬ設定をＳＩＢ１で通知されたＴＤＤ　ＵＬ
／ＤＬ設定とし、他のサービングセルのＵＬ／ＤＬ設定をＬ１シグナリングで通知された
ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ設定として、決定されてもよい。また、サービングセルに対する上り
リンク参照ＵＬ／ＤＬ設定は、あるサービングセルのＵＬ／ＤＬ設定を上りリンク参照Ｕ
Ｌ／ＤＬ設定とし、他のサービングセルのＵＬ／ＤＬ設定を上りリンク参照ＵＬ／ＤＬ設
定として、決定されてもよい。また、サービングセルに対する上りリンク参照ＵＬ／ＤＬ
設定は、あるサービングセルのＵＬ／ＤＬ設定を上りリンク参照ＵＬ／ＤＬ設定とし、他
のサービングセルのＵＬ／ＤＬ設定を下りリンク参照ＵＬ／ＤＬ設定として、決定されて
もよい。また、複数のサービングセルにおけるＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ設定は一例であって、
他の条件で設定されたＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ設定であってもよい。
【０２８７】
　本発明の実施形態において、複数のサービングセル（プライマリーセルおよびセカンダ
リーセル）に対して、それぞれ複数のＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ設定（ＵＬ／ＤＬ設定）がセッ
トされ、クロスキャリアスケジューリングが行なわれる場合、プライマリーセルにおける
下りリンク送信／受信処理は、サービングセルに対するＵＬ／ＤＬ設定に基づいて行なわ
れる。また、プライマリーセルにおける上りリンク送信／受信処理は、サービングセルに
対する上りリンク参照ＵＬ／ＤＬ設定に基づいて行なわれる。この場合、プライマリーセ
ルにおいて、セカンダリーセルに対する下りリンクグラントを検出するとすれば、セカン
ダリーセルの下りリンク受信（ＰＤＳＣＨ受信）は、サービングセルに対する下りリンク
参照ＵＬ／ＤＬ設定に基づいて行なわれる。また、セカンダリーセルの下りリンク受信に
対するＨＡＲＱ－ＡＣＫは、プライマリーセルのＰＵＣＣＨで送信される。その際、ＰＵ
ＣＣＨの送信は、サービングセルに対する下りリンク参照ＵＬ／ＤＬ設定に基づいて行な
われる。また、この場合、プライマリーセルにおいて、セカンダリーセルに対する上りリ
ンクグラントを検出するとすれば、セカンダリーセルの上りリンク送信（例えば、ＰＵＳ
ＣＨ送信）は、サービングセルに対する上りリンク参照ＵＬ／ＤＬ設定に基づいて行なっ
てもよい。セカンダリーセルの上りリンク送信に対するＰＨＩＣＨは、プライマリーセル
で送信される。その際、ＰＨＩＣＨの送信は、サービングセルに対する上りリンク参照Ｕ
Ｌ／ＤＬ設定に基づいて行なわれる。すなわち、この場合、端末装置２および基地局装置
１は、上りリンク／下りリンクの送信／受信を上りリンク参照ＵＬ／ＤＬ設定および下り
リンク参照ＵＬ／ＤＬ設定に基づいて行なう。また、この場合、サブフレームｎでサービ
ングセルｃからスケジュールされた（サービングセルｃまたはサービングセルｃとは異な
るセルに対する）ＰＵＳＣＨ送信に対し、端末装置２は、サブフレームｎ＋ｋＰＨＩＣＨ

でサービングセルｃのＰＨＩＣＨリソースで決定される。ｋＰＨＩＣＨは、サービングセ
ルに対する上りリンク参照ＵＬ／ＤＬ設定に基づいて決定される。この場合、基地局装置
１は、サブフレームｎでサービングセルｃからスケジュールされた（サービングセルｃま
たはサービングセルｃとは異なるセルに対する）ＰＵＳＣＨを受信すれば、サブフレーム
ｎ＋ｋＰＨＩＣＨでサービングセルｃのＰＨＩＣＨリソースを用いて、ＰＵＳＣＨに対す
るＨＡＲＱ－ＡＣＫを送信する。
【０２８８】
　本発明の実施形態において、隣接セルに対して複数のＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ設定（ＵＬ／
ＤＬ設定）がセットされる場合、隣接セルにおけるサブフレームパターンは、隣接セルに
対するシステム情報で通知されるＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ設定に基づいて決定されてもよい。
また、隣接セルにおけるサブフレームパターンは、上位層シグナリング（ＲＲＣシグナリ
ング、ＲＲＣメッセージ）で通知されるＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ設定に基づいて決定されても
よい。また、隣接セルにおけるサブフレームパターンは、端末装置間で共通／専用の上位
層シグナリング（ＲＲＣシグナリング、ＲＲＣメッセージ）で通知されるＴＤＤ　ＵＬ／
ＤＬ設定に基づいて決定されてもよい。また、隣接セルにおけるサブフレームパターンは
、Ｌ１シグナリング（下りリンクグラント、上りリンクグラント、ＰＤＣＣＨ／ＥＰＤＣ
ＣＨ、ＤＣＩフォーマット）で通知されたＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ設定に基づいて決定されて
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もよい。また、隣接セルにおけるサブフレームパターンは、Ｌ２シグナリング（ＭＡＣ　
ＣＥ）で通知されたＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ設定に基づいて決定されてもよい。また、隣接セ
ルにおけるサブフレームパターンは、上りリンク参照として設定されたＴＤＤ　ＵＬ／Ｄ
Ｌ設定（上りリンク参照ＵＬ／ＤＬ設定）に基づいて決定されてもよい。また、隣接セル
におけるサブフレームパターンは、下りリンク参照として設定されたＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ
設定（下りリンク参照ＵＬ／ＤＬ設定）に基づいて決定されてもよい。
【０２８９】
　以下では、Ｐ－ＣＳＩ報告の詳細が説明される。
【０２９０】
　端末装置２は、周期を示す情報であるＭ＿ＲＩと、相対的なオフセットを示す情報であ
るＮ＿ＯＦＦＳＥＴ，ＲＩとに基づいて、ＲＩに関するＰ－ＣＳＩ報告を行う。Ｍ＿ＲＩ
とＮ＿ＯＦＦＳＥＴ，ＲＩは、上位レイヤーを通じて端末装置２に固有に設定されるパラ
メータであるＩ＿ＲＩに基づいて決定される。基地局装置１および端末装置２は、Ｍ＿Ｒ
ＩとＮ＿ＯＦＦＳＥＴ，ＲＩに対するＩ＿ＲＩのマッピングを予め規定し、保持しておく
。基地局装置１は、端末装置２にＩ＿ＲＩを設定することにより、黙示的にＭ＿ＲＩの値
とＮ＿ＯＦＦＳＥＴ，ＲＩの値を設定する。Ｍ＿ＲＩとＮ＿ＯＦＦＳＥＴ，ＲＩは、サブ
フレームを単位とした値を示す。
【０２９１】
　端末装置２は、周期を示す情報であるＮ＿ｐｄと、オフセットを示す情報であるＮ＿Ｏ
ＦＦＳＥＴ，ＣＱＩとに基づいて、ＣＱＩとＰＭＩに関するＰ－ＣＳＩ報告を行う。Ｎ＿
ｐｄとＮ＿ＯＦＦＳＥＴ，ＣＱＩは、上位レイヤーを通じて端末装置２に固有に設定され
るパラメータであるＩ＿ＣＱＩ／ＰＭＩに基づいて決定される。基地局装置１および端末
装置２は、Ｎ＿ｐｄとＮ＿ＯＦＦＳＥＴ，ＣＱＩに対するＩ＿ＣＱＩ／ＰＭＩのマッピン
グを予め規定し、保持しておく。基地局装置１は、端末装置２にＩ＿ＣＱＩ／ＰＭＩを設
定することにより、黙示的にＮ＿ｐｄの値とＮ＿ＯＦＦＳＥＴ，ＣＱＩの値を設定する。
Ｎ＿ｐｄとＮ＿ＯＦＦＳＥＴ，ＣＱＩは、サブフレームを単位とした値を示す。
【０２９２】
　なお、端末装置２は、それぞれのサービングセルにおいて送信モード１－９が設定され
るかもしれない。端末装置２は、それぞれのサービングセル内のそれぞれのＣＳＩプロセ
スと送信モード１０とが設定されるかもしれない。
【０２９３】
　所定の送信モードに設定された端末装置２は、上位レイヤーによって、サービングセル
毎に１つ以上のＣＳＩプロセスが設定できる。それぞれのＣＳＩプロセスは、１つ以上の
ＣＳＩ－ＲＳリソースと、１つ以上のＣＳＩ干渉測定（ＣＳＩ－ＩＭ）リソースに関連付
けられる。端末装置２によって報告されるＣＳＩ（チャネル状態情報）は、上位レイヤー
によって設定されるＣＳＩプロセスに対応する。それぞれのＣＳＩプロセスは、上位レイ
ヤーのシグナリングによって、ＰＭＩ／ＲＩ報告をするかしないかを設定される。それぞ
れのＣＳＩプロセスの設定は、周期的ＣＳＩ報告の設定と、非周期的ＣＳＩ報告の設定を
含む。
【０２９４】
　なお、端末装置２は、２以上のＣＳＩサブフレームセットが設定されることができる。
ＣＳＩサブフレームセットは、ＣＳＩ報告のために測定されるリソースを制限するために
用いることができる。例えば、ＣＳＩ報告は、ＣＳＩサブフレームセットにより示される
サブフレームにおけるＣＳＩ測定に基づいて行われる。ＣＳＩサブフレームセットは、所
定数のサブフレームに対する情報であり、サブフレームを単位としたビットマップ形式の
情報である。２以上のＣＳＩサブフレームセットが設定される場合、それぞれのＣＳＩサ
ブフレームセットおいて、Ｐ－ＣＳＩ報告のための設定情報が独立に設定される。
【０２９５】
　Ｉ＿ＲＩおよび／またはＩ＿ＣＱＩ／ＰＭＩは、サービングセルまたはＣＳＩプロセス
毎に独立に設定される。すなわち、サービングセルまたはＣＳＩプロセスのそれぞれは、
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ＲＩに関するＰ－ＣＳＩ報告の周期Ｍ＿ＲＩとオフセットＮ＿ＯＦＦＳＥＴ，ＲＩ、およ
び／または、ＣＱＩとＰＭＩに関するＰ－ＣＳＩ報告の周期Ｎ＿ｐｄとオフセットＮ＿Ｏ
ＦＦＳＥＴ，ＣＱＩが独立にされる。
【０２９６】
　図４は、周期的ＣＳＩ報告を行うサブフレームを決定する数式の一例を示す図である。
端末装置２は、図４に示される数式を満たすサブフレームにおいて周期的ＣＳＩ報告を行
う。ｎ＿ｆは無線フレーム番号を示し、ｎ＿ｓはそれぞれの無線フレームにおけるスロッ
ト番号を示す。ｍｏｄは除算後の余りを出力する演算を示す。ＣＱＩとＰＭＩに関するＰ
－ＣＳＩ報告は、図４の数式１を満たすサブフレームで行われる。ＲＩに関するＰ－ＣＳ
Ｉ報告は、図４の数式２を満たすサブフレームで行われる。
【０２９７】
　例えば、ワイドバンドＣＱＩ／ＰＭＩ報告が設定された場合、ワイドバンドＣＱＩ／Ｐ
ＭＩは、基準となる所定のサブフレームに対してＮ＿ＯＦＦＳＥＴ，ＣＱＩで示されるオ
フセットが与えられたサブフレームに基づいて、Ｎ＿ｐｄで示される周期で報告される。
さらに、ＲＩ報告が設定された場合、ＲＩは、基準となる所定のサブフレームに対してＮ
＿ＯＦＦＳＥＴ，ＣＱＩとＮ＿ＯＦＦＳＥＴ，ＲＩとで示されるオフセットが与えられた
サブフレームに基づいて、Ｎ＿ｐｄとＭ＿ＲＩとの乗算で与えられる周期で報告される。
すなわち、ＲＩは、ワイドバンドＣＱＩ／ＰＭＩの報告周期に対して、Ｍ＿ＲＩで与えら
れる整数倍の周期で報告される。
【０２９８】
　ワイドバンドＣＱＩ／ＰＭＩ報告とサブバンドＣＱＩ報告が設定された場合、ワイドバ
ンドＣＱＩ／ＰＭＩは、さらに整数Ｈに基づいて報告される。ＨはＪ＊Ｋ＋１で与えられ
、Ｊは帯域パートの数であり、Ｋは上位レイヤーで設定されるパラメータである。サブバ
ンドＣＱＩは、２つの連続するワイドバンドＣＱＩ／ＰＭＩの報告の間のＪ＊Ｋ個の報告
インスタンス（サブフレーム）で報告される。ＲＩは、Ｈ、Ｎ＿ｐｄおよびＭ＿ＲＩとの
乗算で与えられる周期で報告される。すなわち、ワイドバンドＣＱＩ／ＰＭＩは、サブバ
ンドＣＱＩの報告周期に対して、Ｈで与えられる整数倍の周期で報告される。ＲＩは、ワ
イドバンドＣＱＩ／ＰＭＩとサブバンドＣＱＩの報告周期に対して、Ｈ＊Ｍ＿ＲＩで与え
られる整数倍の周期で報告される。ＲＩは、ワイドバンドＣＱＩ／ＰＭＩの報告周期に対
して、Ｍ＿ＲＩで与えられる整数倍の周期で報告される。なお、サブバンドＣＱＩ報告は
、システム帯域を分割した帯域パートに基づいて行われる。
【０２９９】
　ここで、ＣＱＩとＰＭＩに関するＰ－ＣＳＩ報告において、Ｎ＿ｐｄとＮ＿ＯＦＦＳＥ
Ｔ，ＣＱＩに対するＩ＿ＣＱＩ／ＰＭＩのマッピングは、複数規定される。
【０３００】
　図５は、ＣＱＩとＰＭＩに関するＰ－ＣＳＩ報告に関する設定に用いられるマッピング
の一例を示す図である。図５に示されるマッピングは、ＣＱＩとＰＭＩに関するＰ－ＣＳ
Ｉ報告における、Ｎ＿ｐｄとＮ＿ＯＦＦＳＥＴ，ＣＱＩに対するＩ＿ＣＱＩ／ＰＭＩのマ
ッピングを示す。以下では、図５に示されるマッピングは、第１のマッピングとも呼称さ
れる。第１のマッピングは、Ｎ＿ｐｄの値として、２、３２、６４、および１２８を含む
。第１のマッピングは、Ｎ＿ｐｄの値として、１を含まない。
【０３０１】
　図６は、ＣＱＩとＰＭＩに関するＰ－ＣＳＩ報告に関する設定に用いられるマッピング
の一例を示す図である。図６に示されるマッピングは、ＣＱＩとＰＭＩに関するＰ－ＣＳ
Ｉ報告における、Ｎ＿ｐｄとＮ＿ＯＦＦＳＥＴ，ＣＱＩに対するＩ＿ＣＱＩ／ＰＭＩのマ
ッピングを示す。以下では、図６に示されるマッピングは、第２のマッピングとも呼称さ
れる。第２のマッピングは、Ｎ＿ｐｄの値として、１を含む。第２のマッピングは、Ｎ＿
ｐｄの値として、２、３２、６４、および１２８を含まない。
【０３０２】
　図７は、ＣＱＩとＰＭＩに関するＰ－ＣＳＩ報告に関する設定に用いられるマッピング
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の一例を示す図である。図７に示されるマッピングは、ＣＱＩとＰＭＩに関するＰ－ＣＳ
Ｉ報告における、Ｎ＿ｐｄとＮ＿ＯＦＦＳＥＴ，ＣＱＩに対するＩ＿ＣＱＩ／ＰＭＩのマ
ッピングを示す。以下では、図７に示されるマッピングは、第３のマッピングとも呼称さ
れる。第３のマッピングは、Ｎ＿ｐｄの値として、１、２、３２、６４、および１２８を
含む。なお、第３のマッピングは、図７に示されるマッピングに限定されるものではなく
、第１のマッピングまたは第２のマッピングとは異なるマッピングであればよい。なお、
第３のマッピングは、図５に示されるマッピングまたは図６に示されるマッピングを用い
るが、その一部のインデックスを用いないマッピングでもよい。
【０３０３】
　ＣＱＩとＰＭＩに関するＰ－ＣＳＩ報告において、Ｎ＿ｐｄとＮ＿ＯＦＦＳＥＴ，ＣＱ
Ｉに対するＩ＿ＣＱＩ／ＰＭＩのマッピングは、サービングセルのフレーム構造タイプ、
および／またはキャリアアグリゲーションの設定に基づいて設定されることができる。
【０３０４】
　Ｎ＿ｐｄとＮ＿ＯＦＦＳＥＴ，ＣＱＩに対するＩ＿ＣＱＩ／ＰＭＩのマッピングの一例
であるマッピング例１では、第１のマッピングは、（１）端末装置２が、１つのサービン
グセルが設定され、そのサービングセルがＦＤＤセルである場合におけるサービングセル
、（２）端末装置２が、２つ以上のサービングセルが設定され、プライマリーセルがＦＤ
Ｄセルであり、セカンダリーセルがＦＤＤセルである場合におけるプライマリーセル、（
３）端末装置２が、２つ以上のサービングセルが設定され、プライマリーセルがＦＤＤセ
ルであり、セカンダリーセルがＦＤＤセルである場合におけるセカンダリーセル、または
（４）端末装置２が、２つ以上のサービングセルが設定され、プライマリーセルがＦＤＤ
セルであり、セカンダリーセルがＴＤＤセルである場合におけるプライマリーセル、で用
いられる。
【０３０５】
　すなわち、端末装置２は、１つのサービングセルが設定され、そのサービングセルがＦ
ＤＤセルである場合、そのサービングセルにおいて第１のマッピングを用いてＣＱＩとＰ
ＭＩに関するＰ－ＣＳＩ報告を行う。端末装置２は、２つ以上のサービングセルが設定さ
れ、プライマリーセルがＦＤＤセルであり、セカンダリーセルがＦＤＤセルである場合、
そのプライマリーセルまたはセカンダリーセルであるサービングセルにおいて第１のマッ
ピングを用いてＣＱＩとＰＭＩに関するＰ－ＣＳＩ報告を行う。端末装置２は、２つ以上
のサービングセルが設定され、プライマリーセルがＦＤＤセルであり、セカンダリーセル
がＴＤＤセルである場合、そのプライマリーセルであるサービングセルにおいて第１のマ
ッピングを用いてＣＱＩとＰＭＩに関するＰ－ＣＳＩ報告を行う。
【０３０６】
　Ｎ＿ｐｄとＮ＿ＯＦＦＳＥＴ，ＣＱＩに対するＩ＿ＣＱＩ／ＰＭＩのマッピングの一例
であるマッピング例２では、第２のマッピングは、（１）端末装置２が、１つのサービン
グセルが設定され、そのサービングセルがＴＤＤセルである場合におけるサービングセル
、（２）端末装置２が、２つ以上のサービングセルが設定され、プライマリーセルがＴＤ
Ｄセルであり、セカンダリーセルがＴＤＤセルである場合におけるプライマリーセル、（
３）端末装置２が、２つ以上のサービングセルが設定され、プライマリーセルがＴＤＤセ
ルであり、セカンダリーセルがＴＤＤセルである場合におけるセカンダリーセル、または
（４）端末装置２が、２つ以上のサービングセルが設定され、プライマリーセルがＴＤＤ
セルであり、セカンダリーセルがＦＤＤセルである場合におけるプライマリーセル、で用
いられる。
【０３０７】
　すなわち、端末装置２は、１つのサービングセルが設定され、そのサービングセルがＴ
ＤＤセルである場合、そのサービングセルにおいて第１のマッピングを用いてＣＱＩとＰ
ＭＩに関するＰ－ＣＳＩ報告を行う。端末装置２は、２つ以上のサービングセルが設定さ
れ、プライマリーセルがＴＤＤセルであり、セカンダリーセルがＴＤＤセルである場合、
そのプライマリーセルまたはセカンダリーセルであるサービングセルにおいて第１のマッ
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ピングを用いてＣＱＩとＰＭＩに関するＰ－ＣＳＩ報告を行う。端末装置２は、２つ以上
のサービングセルが設定され、プライマリーセルがＴＤＤセルであり、セカンダリーセル
がＦＤＤセルである場合、そのプライマリーセルであるサービングセルにおいて第１のマ
ッピングを用いてＣＱＩとＰＭＩに関するＰ－ＣＳＩ報告を行う。
【０３０８】
　マッピング例２において、第２のマッピングが適用されるＴＤＤセルでは、所定のＮ＿
ｐｄの値はそのプライマリーセルまたはサービングセルの設定（例えば、ＵＬ／ＤＬ設定
、下りリンク参照ＵＬ／ＤＬ設定、上りリンク参照ＵＬ／ＤＬ設定）に依存して適用され
ることができる。例えば、Ｎ＿ｐｄが１の報告周期は、そのプライマリーセルまたはサー
ビングセルのＵＬ／ＤＬ設定が０，１，３，４，または６である場合のみ、そのサービン
グセルにおいて適用できる。なお、Ｎ＿ｐｄが１の報告周期が適用される場合、１つの無
線フレームにおいて、そのプライマリーセルまたはサービングセルの全ての上りリンクサ
ブフレームがＣＱＩ／ＰＭＩ報告のために用いられる。Ｎ＿ｐｄが５の報告周期は、その
プライマリーセルまたはサービングセルのＵＬ／ＤＬ設定が０，１，２，または６である
場合のみ、そのサービングセルにおいて適用できる。Ｎ＿ｐｄが１０，２０，４０，８０
，および１６０の報告周期は、そのプライマリーセルまたはサービングセルの全てのＵＬ
／ＤＬ設定において、そのサービングセルで適用できる。
【０３０９】
　Ｎ＿ｐｄとＮ＿ＯＦＦＳＥＴ，ＣＱＩに対するＩ＿ＣＱＩ／ＰＭＩのマッピングの一例
であるマッピング例３では、第１のマッピングは、端末装置２が２つ以上のサービングセ
ルが設定され、プライマリーセルがＦＤＤセルであり、セカンダリーセルがＴＤＤセルで
ある場合におけるセカンダリーセル、で用いられる。すなわち、端末装置２は、２つ以上
のサービングセルが設定され、プライマリーセルがＦＤＤセルであり、セカンダリーセル
がＴＤＤセルである場合、そのセカンダリーセルであるサービングセルにおいて第１のマ
ッピングを用いてＣＱＩとＰＭＩに関するＰ－ＣＳＩ報告を行う。
【０３１０】
　マッピング例３において、第１のマッピングが適用されるＴＤＤセルでは、所定のＮ＿
ｐｄの値はそのプライマリーセルまたはサービングセルの設定（例えば、ＵＬ／ＤＬ設定
、下りリンク参照ＵＬ／ＤＬ設定、上りリンク参照ＵＬ／ＤＬ設定）に依存して適用され
ることができる。例えば、Ｎ＿ｐｄが３２，　６４，　１２８の報告周期は、第１のマッ
ピングが適用されるＴＤＤセルでは、適用されないようにしてもよい。
【０３１１】
　プライマリーセルがＦＤＤセルであり、セカンダリーセルがＴＤＤセルである場合にお
いて、セカンダリーセルのＰ－ＣＳＩ報告は、マッピング例３が適用されることにより、
プライマリーセルであるＦＤＤセルの送信タイミングを適用することができる。そのため
、効率的なＰ－ＣＳＩ報告が実現できる。
【０３１２】
　Ｎ＿ｐｄとＮ＿ＯＦＦＳＥＴ，ＣＱＩに対するＩ＿ＣＱＩ／ＰＭＩのマッピングの一例
であるマッピング例４では、第２のマッピングは、端末装置２が２つ以上のサービングセ
ルが設定され、プライマリーセルがＴＤＤセルであり、セカンダリーセルがＦＤＤセルで
ある場合におけるセカンダリーセル、で用いられる。すなわち、端末装置２は、２つ以上
のサービングセルが設定され、プライマリーセルがＴＤＤセルであり、セカンダリーセル
がＦＤＤセルである場合、そのセカンダリーセルであるサービングセルにおいて第２のマ
ッピングを用いてＣＱＩとＰＭＩに関するＰ－ＣＳＩ報告を行う。
【０３１３】
　マッピング例４において、第２のマッピングが適用されるＦＤＤセルでは、所定のＮ＿
ｐｄの値はそのプライマリーセルの設定（例えば、ＵＬ／ＤＬ設定、下りリンク参照ＵＬ
／ＤＬ設定、上りリンク参照ＵＬ／ＤＬ設定）に依存して適用されることができる。例え
ば、Ｎ＿ｐｄが１の報告周期は、そのプライマリーセルのＵＬ／ＤＬ設定が０，１，３，
４，または６である場合のみ、そのサービングセルにおいて適用できる。なお、Ｎ＿ｐｄ
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が１の報告周期が適用される場合、１つの無線フレームにおいて、そのプライマリーセル
の全ての上りリンクサブフレームがＣＱＩ／ＰＭＩ報告のために用いられる。Ｎ＿ｐｄが
５の報告周期は、そのプライマリーセルのＵＬ／ＤＬ設定が０，１，２，または６である
場合のみ、そのサービングセルにおいて適用できる。Ｎ＿ｐｄが１０，２０，４０，８０
，および１６０の報告周期は、そのプライマリーセルの全てのＵＬ／ＤＬ設定において、
そのサービングセルで適用できる。
【０３１４】
　なお、マッピング例４において、第２のマッピングが適用されるＦＤＤセルでは、所定
のＮ＿ｐｄの値は、そのプライマリーセルまたはそのＦＤＤセルに設定される下りリンク
参照ＵＬ／ＤＬ設定または上りリンク参照ＵＬ／ＤＬ設定に依存して適用されてもよい。
【０３１５】
　プライマリーセルがＴＤＤセルであり、セカンダリーセルがＦＤＤセルである場合にお
いて、セカンダリーセルのＰ－ＣＳＩ報告は、マッピング例４が適用されることにより、
プライマリーセルであるＴＤＤセルの送信タイミングを適用することができる。そのため
、効率的なＰ－ＣＳＩ報告が実現できる。
【０３１６】
　Ｎ＿ｐｄとＮ＿ＯＦＦＳＥＴ，ＣＱＩに対するＩ＿ＣＱＩ／ＰＭＩのマッピングの一例
であるマッピング例５では、第２のマッピングは、端末装置２が２つ以上のサービングセ
ルが設定され、プライマリーセルがＦＤＤセルであり、セカンダリーセルがＴＤＤセルで
ある場合におけるセカンダリーセル、で用いられる。すなわち、端末装置２は、２つ以上
のサービングセルが設定され、プライマリーセルがＦＤＤセルであり、セカンダリーセル
がＴＤＤセルである場合、そのセカンダリーセルであるサービングセルにおいて第２のマ
ッピングを用いてＣＱＩとＰＭＩに関するＰ－ＣＳＩ報告を行う。
【０３１７】
　マッピング例５において、第２のマッピングが適用されるＴＤＤセルでは、全てのＮ＿
ｐｄの値は、そのプライマリーセル設定される下りリンク参照ＵＬ／ＤＬ設定または上り
リンク参照ＵＬ／ＤＬ設定に依存せず、適用されてもよい。
【０３１８】
　なお、マッピング例５において、第２のマッピングが適用されるＴＤＤセルでは、Ｎ＿
ｐｄが１の報告周期は、Ｎ＿ｐｄが２の報告周期として解釈されてもよい。すなわち、端
末装置２は、Ｎ＿ｐｄが１の報告周期に対応する情報が通知された場合でも、Ｎ＿ｐｄが
２の報告周期として解釈されることができる。
【０３１９】
　なお、マッピング例５において、第２のマッピングが適用されるＴＤＤセルでは、所定
のＮ＿ｐｄの値はそのプライマリーセルの設定（例えば、ＵＬ／ＤＬ設定、下りリンク参
照ＵＬ／ＤＬ設定、上りリンク参照ＵＬ／ＤＬ設定）に依存して適用されることができる
。例えば、Ｎ＿ｐｄが１の報告周期は、そのプライマリーセルの下りリンク参照ＵＬ／Ｄ
Ｌ設定が０，１，３，４，または６である場合のみ、そのサービングセルにおいて適用で
きる。なお、Ｎ＿ｐｄが１の報告周期が適用される場合、１つの無線フレームにおいて、
そのプライマリーセルの全ての上りリンクサブフレームがＣＱＩ／ＰＭＩ報告のために用
いられる。Ｎ＿ｐｄが５の報告周期は、そのプライマリーセルの下りリンク参照ＵＬ／Ｄ
Ｌ設定が０，１，２，または６である場合のみ、そのサービングセルにおいて適用できる
。Ｎ＿ｐｄが１０，２０，４０，８０，および１６０の報告周期は、そのプライマリーセ
ルの全ての下りリンク参照ＵＬ／ＤＬ設定において、そのサービングセルで適用できる。
【０３２０】
　プライマリーセルがＦＤＤセルであり、セカンダリーセルがＴＤＤセルである場合にお
いて、セカンダリーセルのＰ－ＣＳＩ報告は、マッピング例５が適用されることにより、
マッピング例２のようにＴＤＤセルの送信タイミングを適用することができる。そのため
、第２のマッピングがＴＤＤセルに最適なマッピングである場合、効率的なＰ－ＣＳＩ報
告が実現できる。
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【０３２１】
　Ｎ＿ｐｄとＮ＿ＯＦＦＳＥＴ，ＣＱＩに対するＩ＿ＣＱＩ／ＰＭＩのマッピングの一例
であるマッピング例６では、第１のマッピングは、端末装置２が２つ以上のサービングセ
ルが設定され、プライマリーセルがＴＤＤセルであり、セカンダリーセルがＦＤＤセルで
ある場合におけるセカンダリーセル、で用いられる。すなわち、端末装置２は、２つ以上
のサービングセルが設定され、プライマリーセルがＴＤＤセルであり、セカンダリーセル
がＦＤＤセルである場合、そのセカンダリーセルであるサービングセルにおいて第１のマ
ッピングを用いてＣＱＩとＰＭＩに関するＰ－ＣＳＩ報告を行う。
【０３２２】
　マッピング例６において、第１のマッピングが適用されるＦＤＤセルでは、所定のＮ＿
ｐｄの値はそのプライマリーセルまたはサービングセルの設定（例えば、ＵＬ／ＤＬ設定
、下りリンク参照ＵＬ／ＤＬ設定、上りリンク参照ＵＬ／ＤＬ設定）に依存して適用され
ることができる。例えば、Ｎ＿ｐｄが２の報告周期は、そのプライマリーセルのＵＬ／Ｄ
Ｌ設定が０，１，３，４，または６である場合のみ、そのサービングセルにおいて適用で
きる。なお、Ｎ＿ｐｄが２の報告周期が適用される場合、１つの無線フレームにおいて、
そのプライマリーセルの全ての上りリンクサブフレームがＣＱＩ／ＰＭＩ報告のために用
いられるようにしてもよい。すなわち、Ｎ＿ｐｄが２の報告周期は、Ｎ＿ｐｄが１の報告
周期として解釈されてもよい。Ｎ＿ｐｄが５の報告周期は、そのプライマリーセルのＵＬ
／ＤＬ設定が０，１，２，または６である場合のみ、そのサービングセルにおいて適用で
きる。Ｎ＿ｐｄが１０，２０，４０，８０，および１６０の報告周期は、そのプライマリ
ーセルの全てのＵＬ／ＤＬ設定において、そのサービングセルで適用できる。
【０３２３】
　プライマリーセルがＴＤＤセルであり、セカンダリーセルがＦＤＤセルである場合にお
いて、セカンダリーセルのＰ－ＣＳＩ報告は、マッピング例６が適用されることにより、
マッピング例１のようにＦＤＤセルの送信タイミングを適用することができる。そのため
、第１のマッピングがＦＤＤセルに最適なマッピングである場合、効率的なＰ－ＣＳＩ報
告が実現できる。
【０３２４】
　Ｎ＿ｐｄとＮ＿ＯＦＦＳＥＴ，ＣＱＩに対するＩ＿ＣＱＩ／ＰＭＩのマッピングの一例
であるマッピング例７では、第３のマッピングは、端末装置２が２つ以上のサービングセ
ルが設定され、プライマリーセルがＦＤＤセルであり、セカンダリーセルがＴＤＤセルで
ある場合におけるセカンダリーセル、で用いられる。すなわち、端末装置２は、２つ以上
のサービングセルが設定され、プライマリーセルがＦＤＤセルであり、セカンダリーセル
がＴＤＤセルである場合、そのセカンダリーセルであるサービングセルにおいて第３のマ
ッピングを用いてＣＱＩとＰＭＩに関するＰ－ＣＳＩ報告を行う。
【０３２５】
　マッピング例７において、第３のマッピングが適用されるＴＤＤセルでは、プライマリ
ーセルがＦＤＤセルの場合、所定のＮ＿ｐｄの値が適用されないようにしてもよい。例え
ば、Ｎ＿ｐｄが１の報告周期は、適用されないかもしれない。
【０３２６】
　なお、マッピング例７において、第３のマッピングが適用されるＴＤＤセルでは、所定
のＮ＿ｐｄの値はそのプライマリーセルの設定（例えば、ＵＬ／ＤＬ設定、下りリンク参
照ＵＬ／ＤＬ設定、上りリンク参照ＵＬ／ＤＬ設定）に依存して適用されることができる
。例えば、Ｎ＿ｐｄが１の報告周期は、そのプライマリーセルの下りリンク参照ＵＬ／Ｄ
Ｌ設定が０，１，３，４，または６である場合のみ、そのサービングセルにおいて適用で
きる。なお、Ｎ＿ｐｄが１の報告周期が適用される場合、１つの無線フレームにおいて、
そのプライマリーセルの全ての上りリンクサブフレームがＣＱＩ／ＰＭＩ報告のために用
いられる。Ｎ＿ｐｄが５の報告周期は、そのプライマリーセルの下りリンク参照ＵＬ／Ｄ
Ｌ設定が０，１，２，または６である場合のみ、そのサービングセルにおいて適用できる
。Ｎ＿ｐｄが１０，２０，４０，８０，および１６０の報告周期は、そのプライマリーセ
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ルの全ての下りリンク参照ＵＬ／ＤＬ設定において、そのサービングセルで適用できる。
【０３２７】
　プライマリーセルがＦＤＤセルであり、セカンダリーセルがＴＤＤセルである場合にお
いて、セカンダリーセルのＰ－ＣＳＩ報告は、マッピング例７が適用されることにより、
プライマリーセルであるＦＤＤセルの送信タイミングを適用することができる。そのため
、効率的なＰ－ＣＳＩ報告が実現できる。また、ＦＤＤセルまたはＴＤＤセルに関わらず
、基地局装置１および端末装置２は、Ｎ＿ｐｄとＮ＿ＯＦＦＳＥＴ，ＣＱＩに対するＩ＿
ＣＱＩ／ＰＭＩのマッピングとして、１つの第３のマッピングを保持するだけで、Ｐ－Ｃ
ＳＩ報告に関する設定が可能となる。
【０３２８】
　Ｎ＿ｐｄとＮ＿ＯＦＦＳＥＴ，ＣＱＩに対するＩ＿ＣＱＩ／ＰＭＩのマッピングの一例
であるマッピング例８では、第３のマッピングは、端末装置２が２つ以上のサービングセ
ルが設定され、プライマリーセルがＴＤＤセルであり、セカンダリーセルがＦＤＤセルで
ある場合におけるセカンダリーセル、で用いられる。すなわち、端末装置２は、２つ以上
のサービングセルが設定され、プライマリーセルがＴＤＤセルであり、セカンダリーセル
がＦＤＤセルである場合、そのセカンダリーセルであるサービングセルにおいて第３のマ
ッピングを用いてＣＱＩとＰＭＩに関するＰ－ＣＳＩ報告を行う。
【０３２９】
　マッピング例８において、第３のマッピングが適用されるＦＤＤセルでは、プライマリ
ーセルがＦＤＤセルの場合、所定のＮ＿ｐｄの値が適用されないようにしてもよい。例え
ば、Ｎ＿ｐｄが２，３２，６４，１２８の報告周期は、適用されないかもしれない。
【０３３０】
　なお、マッピング例８において、第３のマッピングが適用されるＴＤＤセルでは、所定
のＮ＿ｐｄの値はそのプライマリーセルの設定（例えば、ＵＬ／ＤＬ設定、下りリンク参
照ＵＬ／ＤＬ設定、上りリンク参照ＵＬ／ＤＬ設定）に依存して適用されることができる
。例えば、Ｎ＿ｐｄが１の報告周期は、そのプライマリーセルのＵＬ／ＤＬ設定が０，１
，３，４，または６である場合のみ、そのサービングセルにおいて適用できる。なお、Ｎ
＿ｐｄが１の報告周期が適用される場合、１つの無線フレームにおいて、そのプライマリ
ーセルの全ての上りリンクサブフレームがＣＱＩ／ＰＭＩ報告のために用いられる。Ｎ＿
ｐｄが５の報告周期は、そのプライマリーセルのＵＬ／ＤＬ設定が０，１，２，または６
である場合のみ、そのサービングセルにおいて適用できる。Ｎ＿ｐｄが１０，２０，４０
，８０，および１６０の報告周期は、そのプライマリーセルの全てのＵＬ／ＤＬ設定にお
いて、そのサービングセルで適用できる。
【０３３１】
　プライマリーセルがＴＤＤセルであり、セカンダリーセルがＦＤＤセルである場合にお
いて、セカンダリーセルのＰ－ＣＳＩ報告は、マッピング例８が適用されることにより、
プライマリーセルであるＴＤＤセルの送信タイミングを適用することができる。そのため
、効率的なＰ－ＣＳＩ報告が実現できる。また、ＦＤＤセルまたはＴＤＤセルに関わらず
、基地局装置１および端末装置２は、Ｎ＿ｐｄとＮ＿ＯＦＦＳＥＴ，ＣＱＩに対するＩ＿
ＣＱＩ／ＰＭＩのマッピングとして、１つの第３のマッピングを保持するだけで、Ｐ－Ｃ
ＳＩ報告に関する設定が可能となる。
【０３３２】
　以上で説明したＮ＿ｐｄとＮ＿ＯＦＦＳＥＴ，ＣＱＩに対するＩ＿ＣＱＩ／ＰＭＩのマ
ッピングの設定は、サービングセルのフレーム構造タイプ、および／またはキャリアアグ
リゲーションの設定に基づいて、切り替えられるとも言える。例えば、サービングセルに
おいて用いられるマッピングは、マッピング例１～８のいずれかであり、サービングセル
のフレーム構造タイプ、および／またはキャリアアグリゲーションの設定に基づいて、切
り替えることができる。
【０３３３】
　マッピング設定の切り替えの一例では、基地局装置１および端末装置２は、２つ以上の
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サービングセルが設定される場合、プライマリーセルがＦＤＤセルであるかＴＤＤセルで
あるかに基づいて、プライマリーセルおよび／またはセカンダリーセルで用いられるマッ
ピングを切り替える。例えば、プライマリーセルがＦＤＤセルである場合、そのプライマ
リーセルおよび／またはセカンダリーセルにおいて、第１のマッピングが用いられる。プ
ライマリーセルがＴＤＤセルである場合、そのプライマリーセルおよび／またはセカンダ
リーセルにおいて、第２のマッピングが用いられる。
【０３３４】
　マッピング設定の切り替えの一例では、基地局装置１および端末装置２は、２つ以上の
サービングセルが設定される場合、プライマリーセルとセカンダリーセルのフレーム構造
タイプが同じか異なるかに基づいて、プライマリーセルおよび／またはセカンダリーセル
で用いられるマッピングを切り替える。例えば、プライマリーセルとセカンダリーセルの
フレーム構造タイプが同じである場合、そのプライマリーセルおよび／またはセカンダリ
ーセルにおいて、第１のマッピングまたは第２のマッピングが用いられる。プライマリー
セルとセカンダリーセルのフレーム構造タイプがＦＤＤである場合、そのプライマリーセ
ルおよび／またはセカンダリーセルにおいて、第１のマッピングが用いられる。プライマ
リーセルとセカンダリーセルのフレーム構造タイプがＴＤＤである場合、そのプライマリ
ーセルおよび／またはセカンダリーセルにおいて、第２のマッピングが用いられる。プラ
イマリーセルとセカンダリーセルのフレーム構造タイプが異なる場合、そのプライマリー
セルおよび／またはセカンダリーセルにおいて、第３のマッピングが用いられる。
【０３３５】
　なお、以上で説明したマッピングの設定およびその切り替えは、ＴＤＤとＦＤＤのキャ
リアアグリゲーションに関する設定が上位レイヤーで設定されるかどうかに基づいて行わ
れてもよい。なお、以上で説明したマッピングの設定およびその切り替えは、Ｐ－ＣＳＩ
報告に関する設定の中で設定されてもよい。
【０３３６】
　以下では、ＣＳＩ参照リソースについて説明する。
【０３３７】
　ＣＳＩは、ＣＳＩ参照リソースに基づいて生成される。例えば、端末装置２は、ＣＳＩ
参照リソースと称される下りリンク物理リソースブロックのグループで送信されることを
想定して、ＣＱＩを生成される。
【０３３８】
　あるサービングセルにおけるＣＳＩ参照リソースは、周波数領域および時間領域で定義
される。周波数領域におけるＣＳＩ参照リソースは、ＣＱＩを演算するバンドに対応する
下りリンク物理リソースブロックのグループによって定義される。
【０３３９】
　時間領域におけるＣＳＩ参照リソースは、端末装置２に設定される送信モード、ＣＳＩ
プロセスの数、および／またはフレーム構造タイプなどに基づいて、所定のサブフレーム
によって定義される。端末装置２が上りリンクサブフレームｎでＣＱＩを含むＣＳＩを報
告する場合、時間領域におけるＣＳＩ参照リソースは下りリンクサブフレームｎ－ｎ＿Ｃ
ＱＩ＿ｒｅｆによって定義される。すなわち、時間領域におけるＣＳＩ参照リソースは、
ＣＳＩ報告される上りリンクサブフレームに対して、ｎ＿ＣＱＩ＿ｒｅｆで示されるサブ
フレーム前の下りリンクサブフレームによって定義される。
【０３４０】
　時間領域におけるＣＳＩ参照リソースの定義の具体例は、以下の通りである。サービン
グセルにおいて複数のＣＳＩプロセスと、所定の送信モードが設定される端末装置２にお
いて、ｎ＿ＣＱＩ＿ｒｅｆは以下のように定義される。
　　（１）サービングセルがＦＤＤであり、周期的ＣＳＩ報告または非周期的ＣＳＩ報告
の場合、ｎ＿ＣＱＩ＿ｒｅｆは、５以上より大きい値のうち、有効な下りリンクサブフレ
ームに対応する最小の値である。すなわち、時間領域におけるＣＳＩ参照リソースは、Ｃ
ＳＩ報告するサブフレームより５サブフレーム以上前のサブフレームであり、ＣＳＩ報告
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するサブフレームに対して最も近い有効な下りリンクサブフレームである。また、非周期
的ＣＳＩ報告において、対応するＣＳＩリクエストは上りリンクＤＣＩフォーマットの中
にある。
　　（２）サービングセルがＦＤＤであり、ランダムアクセス応答グラントの中の対応す
るＣＳＩリクエストに基づく非周期的ＣＳＩ報告の場合、ｎ＿ＣＱＩ＿ｒｅｆは、５であ
る。下りリンクサブフレームｎ－ｎ＿ＣＱＩ＿ｒｅｆは有効な下りリンクサブフレームで
ある。
　　（３）サービングセルがＴＤＤであり、２または３のＣＳＩプロセスが設定され、周
期的ＣＳＩ報告または非周期的ＣＳＩ報告の場合、ｎ＿ＣＱＩ＿ｒｅｆは、４以上より大
きい値のうち、有効な下りリンクサブフレームに対応する最小の値である。すなわち、時
間領域におけるＣＳＩ参照リソースは、ＣＳＩ報告するサブフレームより４サブフレーム
以上前のサブフレームであり、ＣＳＩ報告するサブフレームに対して最も近い有効な下り
リンクサブフレームである。また、非周期的ＣＳＩ報告において、対応するＣＳＩリクエ
ストは上りリンクＤＣＩフォーマットの中にある。
　　（４）サービングセルがＴＤＤであり、２または３のＣＳＩプロセスが設定され、ラ
ンダムアクセス応答グラントの中の対応するＣＳＩリクエストに基づく非周期的ＣＳＩ報
告の場合、ｎ＿ＣＱＩ＿ｒｅｆは、４である。下りリンクサブフレームｎ－ｎ＿ＣＱＩ＿
ｒｅｆは有効な下りリンクサブフレームである。
　　（５）サービングセルがＴＤＤであり、４以上のＣＳＩプロセスが設定され、周期的
ＣＳＩ報告または非周期的ＣＳＩ報告の場合、ｎ＿ＣＱＩ＿ｒｅｆは、５以上より大きい
値のうち、有効な下りリンクサブフレームに対応する最小の値である。すなわち、時間領
域におけるＣＳＩ参照リソースは、ＣＳＩ報告するサブフレームより５サブフレーム以上
前のサブフレームであり、ＣＳＩ報告するサブフレームに対して最も近い有効な下りリン
クサブフレームである。また、非周期的ＣＳＩ報告において、対応するＣＳＩリクエスト
は上りリンクＤＣＩフォーマットの中にある。
　　（６）サービングセルがＴＤＤであり、４以上のＣＳＩプロセスが設定され、ランダ
ムアクセス応答グラントの中の対応するＣＳＩリクエストに基づく非周期的ＣＳＩ報告の
場合、ｎ＿ＣＱＩ＿ｒｅｆは、５である。下りリンクサブフレームｎ－ｎ＿ＣＱＩ＿ｒｅ
ｆは有効な下りリンクサブフレームである。
【０３４１】
　有効な下りリンクサブフレームは以下の条件の全てまたは一部を満たすサブフレームに
よって定義される。
　　（１）そのサブフレームは、端末装置２において下りリンクサブフレームとして定義
される。
　　（２）異なるＵＬ／ＤＬ設定の複数のセルが統合され、端末装置２はその統合された
セルで同時に送受信できない場合において、プライマリーセルにおけるそのサブフレーム
は、下りリンクサブフレームまたは所定以上の長さのＤｗＰＴＳを持つスペシャルサブフ
レームである。
　　（３）異なるフレーム構造タイプの複数のセルが統合され、プライマリーセルがＦＤ
ＤまたはＴＤＤであり、端末装置２はその統合されたセルで同時に送受信できない場合に
おいて、プライマリーセルにおけるそのサブフレームは、下りリンクサブフレームまたは
所定以上の長さのＤｗＰＴＳを持つスペシャルサブフレームである。
　　（４）周期的ＣＳＩ報告において、端末装置２にＣＳＩサブフレームセットが設定さ
れる場合、そのサブフレームは、その周期的ＣＳＩ報告にリンクされるＣＳＩサブフレー
ムセットのエレメントである。
　　（５）所定の送信モードと複数のＣＳＩプロセスが設定された端末装置２であり、あ
るＣＳＩプロセスにおける非周期的ＣＳＩ報告において、端末装置２にＣＳＩサブフレー
ムセットが設定される場合、そのサブフレームは、上りリンクサブフレームの中のＣＳＩ
リクエストに対応する下りリンクサブフレームにリンクされるＣＳＩサブフレームセット
のエレメントである。
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【０３４２】
　ＣＱＩとＰＭＩに関するＰ－ＣＳＩ報告において、端末装置２は、Ｎ＿ｐｄとＮ＿ＯＦ
ＦＳＥＴ，ＣＱＩに対するＩ＿ＣＱＩ／ＰＭＩのマッピングと、時間領域におけるＣＳＩ
参照リソースとを組み合わせ定義されることができる。例えば、ＴＤＤセルとＦＤＤセル
とが設定される端末装置２において、サービングセル（セカンダリーセルを含む）におけ
るＮ＿ｐｄとＮ＿ＯＦＦＳＥＴ，ＣＱＩに対するＩ＿ＣＱＩ／ＰＭＩのマッピングはプラ
イマリーセルのフレーム構造タイプおよび／またはＵＬ／ＤＬ設定に基づいて定義され、
サービングセル（セカンダリーセルを含む）における時間領域におけるＣＳＩ参照リソー
スはサービングセルのフレーム構造タイプおよび／またはＵＬ／ＤＬ設定に基づいて定義
される。
【０３４３】
　例えば、基地局装置と通信する端末装置であって、異なるフレーム構造タイプのプライ
マリーセルとセカンダリーセルとが設定され、周期的なチャネル状態情報の報告に関する
パラメータが設定される上位層処理部と、前記パラメータにより決定されるサブフレーム
の周期とオフセットに基づいて、チャネル状態情報を周期的に報告する送信部とを備える
。前記セカンダリーセルにおける、前記周期と前記オフセットに対する前記パラメータと
のマッピングは、前記プライマリーセルのフレーム構造タイプに基づいて決定される。前
記セカンダリーセルにおける、時間領域におけるＣＳＩ参照リソースは、前記セカンダリ
ーセルのフレーム構造タイプに基づいて決定される。
【０３４４】
　例えば、基地局装置と通信する端末装置であって、異なるフレーム構造タイプの複数の
サービングセルが設定され、周期的なチャネル状態情報の報告に関するパラメータが設定
される上位層処理部と、前記パラメータにより決定されるサブフレームの周期とオフセッ
トに基づいて、チャネル状態情報を周期的に報告する送信部とを備える。前記サービング
セルにおける、前記周期と前記オフセットに対する前記パラメータとのマッピングは、前
記プライマリーセルのフレーム構造タイプに基づいて決定される。前記サービングセルに
おける、時間領域におけるＣＳＩ参照リソースは、前記サービングセルのフレーム構造タ
イプに基づいて決定される。
【０３４５】
　ここまで、プライマリーセルがＴＤＤであるかＦＤＤであるか（つまりプライマリーセ
ルのフレーム構造タイプ）などにより、周期的ＣＳＩ報告のための周期として取りうる値
の集合が異なる場合について説明した。より具体的な一例としては、ＴＤＤとＦＤＤとの
キャリアアグリゲーションが行われない場合（キャリアアグリゲーションが行われず、単
一セルの通信が行われる場合、あるいはフレーム構造タイプが同一のセル間でのみキャリ
アアグリゲーションが行われる場合）、ＦＤＤに対して、Ｎ＿ｐｄの値として取りうる値
の集合は、｛２、５、１０、２０、４０、８０、１６０、３２、６４、１２８｝であり、
ＴＤＤに対して、Ｎ＿ｐｄの値として取りうる値の集合は、｛１、５、１０、２０、４０
、８０、１６０｝である。一方、ＴＤＤとＦＤＤとのキャリアアグリゲーションが行われ
る場合、プライマリーセルがＦＤＤである場合、Ｎ＿ｐｄの値として取りうる値の集合は
、｛２、５、１０、２０、４０、８０、１６０、３２、６４、１２８｝である。言い換え
れば、プライマリーセルがＦＤＤである場合、周期的ＣＳＩ報告の周期は、２ミリ秒、あ
るいは５ミリ秒の倍数、あるいは８ミリ秒の倍数である。プライマリーセルがＴＤＤであ
る場合、Ｎ＿ｐｄの値として取りうる値の集合は、｛１、５、１０、２０、４０、８０、
１６０｝である。言い換えれば、プライマリーセルがＴＤＤである場合、周期的ＣＳＩ報
告の周期は、１ミリ秒、あるいは５ミリ秒の倍数である。しかしながら、これに限るもの
ではない。
【０３４６】
　一例としては、ＣＳＩ測定を行うサービングセル（ＣＳＩメジャメントセル）がＴＤＤ
であるかＦＤＤであるか（つまりＣＳＩメジャメントセルのフレーム構造タイプ）により
、周期的ＣＳＩ報告のための周期として取りうる値の集合が異なるようにしてもよい。よ
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り具体的な一例としては、ＣＳＩメジャメントセルがＦＤＤである場合、Ｎ＿ｐｄの値と
して取りうる値の集合は、｛２、５、１０、２０、４０、８０、１６０、３２、６４、１
２８｝である。言い換えれば、ＣＳＩメジャメントセルがＦＤＤである場合、周期的ＣＳ
Ｉ報告の周期は、２ミリ秒、あるいは５ミリ秒の倍数、あるいは８ミリ秒の倍数である。
ＣＳＩメジャメントセルがＴＤＤである場合、Ｎ＿ｐｄの値として取りうる値の集合は、
｛１、５、１０、２０、４０、８０、１６０｝である。言い換えれば、ＣＳＩメジャメン
トセルがＴＤＤである場合、周期的ＣＳＩ報告の周期は、１ミリ秒、あるいは５ミリ秒の
倍数である。
【０３４７】
　他の一例としては、スケジューリングを行うサービングセル（スケジューリングセル（
あるいはスケジューリングサービングセルとも称す））がＴＤＤであるかＦＤＤであるか
（つまりスケジューリングセルのフレーム構造タイプ）により、周期的ＣＳＩ報告のため
の周期として取りうる値の集合が異なるようにしてもよい。より具体的な一例としては、
スケジューリングセルがＦＤＤである場合、Ｎ＿ｐｄの値として取りうる値の集合は、｛
２、５、１０、２０、４０、８０、１６０、３２、６４、１２８｝である。スケジューリ
ングセルがＴＤＤである場合、Ｎ＿ｐｄの値として取りうる値の集合は、｛１、５、１０
、２０、４０、８０、１６０｝である。
【０３４８】
　言い換えると、セルフスケジューリングの場合（クロスキャリアスケジューリングが設
定されていない場合、キャリアインディケータフィールドが設定されていない場合）、Ｆ
ＤＤに対して、Ｎ＿ｐｄの値として取りうる値の集合は、｛２、５、１０、２０、４０、
８０、１６０、３２、６４、１２８｝であり、ＴＤＤに対して、Ｎ＿ｐｄの値として取り
うる値の集合は、｛１、５、１０、２０、４０、８０、１６０｝である。また、クロスキ
ャリアスケジューリングが設定されている場合（キャリアインディケータフィールドが設
定されている場合）、スケジューリングセルがＦＤＤならば、Ｎ＿ｐｄの値として取りう
る値の集合は、｛２、５、１０、２０、４０、８０、１６０、３２、６４、１２８｝であ
り、スケジューリングセルがＴＤＤならば、Ｎ＿ｐｄの値として取りうる値の集合は、｛
１、５、１０、２０、４０、８０、１６０｝である。ＣＱＩマスキングがセットされない
ＤＲＸ（離散的受信：Ｄｉｓｃｏｎｔｉｎｕｏｕｓ　Ｒｅｃｅｐｔｉｏｎ）の場合、グラ
ント／アサインメント／ＤＲＸコマンドのＭＡＣ制御要素を受信したり、スケジューリン
グリクエストを送信するサブフレームでない場合は、ＰＵＣＣＨでのＣＳＩ（ＣＱＩ／Ｐ
ＭＩ／ＲＩ／ＰＴＩ）は報告されない。逆に言えば，ＤＲＸモードであっても、上りリン
クグラントやＰＨＩＣＨを受信するサブフレームでは、ＣＳＩ報告を行う。ＦＤＤは１つ
のプロセスにおいて上りリンクグラントやＰＨＩＣＨは８ミリ秒単位、ＴＤＤは１つのプ
ロセスにおいて上りリンクグラントやＰＨＩＣＨは１０ミリ秒単位で、スケジューリング
セルにおいて送受信される。そのため、スケジューリングセルのフレーム構造タイプに基
づいて周期が決まるようにすることにより、ＤＲＸ時に効率的にＣＳＩ報告を行うことが
できる。
【０３４９】
　なお、これらの例は、上述のマッピングの切り替えと同様の方法で、基地局装置および
端末装置内で制御されることができる。
【０３５０】
　なお、本発明の実施形態では、種々の上りリンク信号や下りリンク信号のマッピング単
位としてリソースエレメントやリソースブロックを用い、時間方向の送信単位としてシン
ボル、サブフレームや無線フレームを用いて説明したが、これに限るものではない。任意
の周波数と時間で構成される領域および時間単位をこれらに代えて用いても、同様の効果
を得ることができる。なお、本発明の実施形態では、プリコーディング処理されたＲＳを
用いて復調する場合について説明し、プリコーディング処理されたＲＳに対応するポート
として、ＭＩＭＯのレイヤーと等価であるポートを用いて説明したが、これに限るもので
はない。この他にも、互いに異なる参照信号に対応するポートに対して、本発明を適用す
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ることにより、同様の効果を得ることができる。例えば、Ｐｒｅｃｏｄｅｄ　ＲＳではな
くＵｎｐｒｅｃｏｄｅｄ（Ｎｏｎｐｒｅｃｏｄｅｄ）　ＲＳを用い、ポートとしては、プ
リコーディング処理後の出力端と等価であるポートあるいは物理アンテナ（あるいは物理
アンテナの組み合わせ）と等価であるポートを用いることができる。
【０３５１】
　なお、本発明の実施形態において、ある下りリンクサブフレームでＤＣＩフォーマット
３／３Ａのみを受信した場合、ＤＣＩフォーマット３／３Ａに含まれているＴＰＣコマン
ドフィールドにセットされている値に対応する補正値（または絶対値）は、下りリンクサ
ブフレームがどのサブフレームセットに属しているかに因らず、特定のサブフレームセッ
トで送信されるＰＵＳＣＨの送信電力に対する電力制御調整値に対して適用される。ある
下りリンクサブフレームでＤＣＩフォーマット３／３Ａのみを受信した場合、ＤＣＩフォ
ーマット３／３Ａに含まれているＴＰＣコマンドのアキュムレーションは、特定のサブフ
レームセットで送信されるＰＵＳＣＨに対する送信電力に用いられる電力制御調整値に対
して適用されてもよい。なお、特定のサブフレームセットは、固定サブフレームのセット
であってもよいし、フレキシブルサブフレームのセットでもよいし、任意のサブフレーム
のセットでもよい。
【０３５２】
　なお、本発明の実施形態では、上りリンク電力制御に関するパラメータとは、上りリン
ク物理チャネル／物理信号（ＰＵＳＣＨ、ＰＵＣＣＨ、ＰＲＡＣＨ、ＳＲＳ、ＤＭＲＳな
ど）の送信電力制御に用いられるパラメータのことであり、送信電力制御に用いられるパ
ラメータには、種々の上りリンク物理チャネルの送信電力の設定に用いられる種々のパラ
メータの切り替えまたは（再）設定に関する情報を含んでいる。また、下りリンク送信電
力制御に関するパラメータとは、下りリンク物理チャネル／物理信号（ＣＲＳ，ＵＥＲＳ
（ＤＬ　ＤＭＲＳ），ＣＳＩ－ＲＳ，ＰＤＳＣＨ，ＰＤＣＣＨ／ＥＰＤＣＣＨ，ＰＢＣＨ
，ＰＳＳ／ＳＳＳ，ＰＭＣＨ，ＰＲＳなど）の送信電力制御に用いられるパラメータのこ
とであり、送信電力制御に用いられるパラメータには、種々の下りリンク物理チャネルの
送信電力の設定に使用する種々のパラメータの切り替えまたは（再）設定に関する情報を
含んでいる。
【０３５３】
　なお、本発明の実施形態では、基地局装置１は、１つの端末装置２に対して複数の仮想
セルＩＤを設定できるようにしてもよい。例えば、基地局装置１および少なくとも１つの
基地局装置１を含むネットワークは、物理チャネル／物理信号毎に独立に仮想セルＩＤを
設定できるようにしてもよい。また、１つの物理チャネル／物理信号に対して複数の仮想
セルＩＤを設定できるようにしてもよい。つまり、各物理チャネル／物理信号の設定毎に
仮想セルＩＤがセットできるようにしてもよい。また、複数の物理チャネル／物理信号で
仮想セルＩＤは共有されてもよい。
【０３５４】
　なお、本発明の実施形態の説明では、例えば、電力をセットすることは電力の値をセッ
トすることを含み、電力をセットすることは電力に関するパラメータに値をセットするこ
とを含み、電力を計算することは電力の値を計算することを含み、電力を測定することは
電力の値を測定することを含み、電力を報告することは電力の値を報告することを含む。
このように、電力という表現は、適宜電力の値という意味も含まれる。
【０３５５】
　なお、本発明の実施形態の説明では、送信を行なわないとは、送信処理を行なわないこ
とを含む。また、送信を行なわないとは、送信のための信号生成を行なわないことを含む
。また、送信を行なわないとは、信号（または情報）までは生成し、信号（または情報）
を送信しないことを含む。また、受信を行なわないとは、受信処理を行なわないことを含
む。また、受信を行なわないとは、検出処理を行なわないことを含む。また、受信を行な
わないとは、復号・復調処理を行なわないことを含む。
【０３５６】
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　なお、本発明の実施形態の説明では、例えば、パスロスを計算することはパスロスの値
を計算することを含む。このように、パスロスという表現には、適宜パスロスの値という
意味も含まれる。
【０３５７】
　なお、本発明の実施形態の説明では、種々のパラメータを設定することは種々のパラメ
ータの値を設定することを含む。このように、種々のパラメータという表現には、適宜種
々のパラメータの値という意味も含まれる。
【０３５８】
　本発明に関わる基地局装置１および端末装置２で動作するプログラムは、本発明に関わ
る上記実施形態の機能を実現するように、ＣＰＵ等を制御するプログラム（コンピュータ
を機能させるプログラム）である。そして、これら装置で取り扱われる情報は、その処理
時に一時的にＲＡＭに蓄積され、その後、各種ＲＯＭやＨＤＤに格納され、必要に応じて
ＣＰＵによって読み出し、修正・書き込みが行なわれる。プログラムを格納する記録媒体
としては、半導体媒体（例えば、ＲＯＭ、不揮発性メモリカード等）、光記録媒体（例え
ば、ＤＶＤ、ＭＯ、ＭＤ、ＣＤ、ＢＤ等）、磁気記録媒体（例えば、磁気テープ、フレキ
シブルディスク等）等のいずれであってもよい。また、ロードしたプログラムを実行する
ことにより、上述した実施形態の機能が実現されるだけでなく、そのプログラムの指示に
基づき、オペレーティングシステムあるいは他のアプリケーションプログラム等と共同し
て処理することにより、本発明の機能が実現される場合もある。
【０３５９】
　また市場に流通させる場合には、可搬型の記録媒体にプログラムを格納して流通させた
り、インターネット等のネットワークを介して接続されたサーバコンピュータに転送した
りすることができる。この場合、サーバコンピュータの記憶装置も本発明に含まれる。ま
た、上述した実施形態における基地局装置１および端末装置２の一部、または全部を典型
的には集積回路であるＬＳＩとして実現してもよい。基地局装置１および端末装置２の各
機能ブロックは個別にチップ化してもよいし、一部、または全部を集積してチップ化して
もよい。また、集積回路化の手法はＬＳＩに限らず専用回路、または汎用プロセッサで実
現してもよい。また、半導体技術の進歩によりＬＳＩに代替する集積回路化の技術が出現
した場合、当該技術による集積回路を用いることも可能である。
【０３６０】
　以上、この発明の実施形態に関して図面を参照して詳述してきたが、具体的な構成はこ
の実施形態に限られるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲の設計変更等も含
まれる。また、本発明は、請求項に示した範囲で種々の変更が可能であり、異なる実施形
態にそれぞれ開示された技術的手段を適宜組み合わせて得られる実施形態についても本発
明の技術的範囲に含まれる。また、本発明の実施形態に記載された要素であり、同様の効
果を奏する要素同士を置換した構成も含まれる。
【０３６１】
　なお、本願発明は、上述の実施形態に限定されるものではない。本願発明の端末装置は
、移動局への適用に限定されるものではなく、屋内外に設置される据え置き型または非可
動型の電子機器、例えば、ＡＶ機器、キッチン機器、掃除・洗濯機器、空調機器、オフィ
ス機器、自動販売機、その他生活機器などに適用できることは言うまでもない。また、本
発明は、無線基地局装置や無線端末装置や無線通信システムや無線通信方法に用いて好適
である。
【符号の説明】
【０３６２】
１　基地局装置
２　端末装置
１０１　上位層処理部
１０３　制御部
１０５　受信部
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１０７　送信部
１０９　チャネル測定部
１１１　送受信アンテナ
１０５１　復号部
１０５３　復調部
１０５５　多重分離部
１０５７　無線受信部
１０７１　符号部
１０７３　変調部
１０７５　多重部
１０７７　無線送信部
１０７９　下りリンク参照信号生成部
２０１　上位層処理部
２０３　制御部
２０５　受信部
２０７　送信部
２０９　チャネル測定部
２１１　送受信アンテナ
２０５１　復号部
２０５３　復調部
２０５５　多重分離部
２０５７　無線受信部
２０７１　符号部
２０７３　変調部
２０７５　多重部
２０７７　無線送信部
２０７９　上りリンク参照信号生成部
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