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(57)【要約】
【課題】１回のシグナリングで所定の回数チャネル測定
用の参照信号を送信することのでき、チャネル測定精度
を向上することのできる移動局装置、基地局装置、無線
通信システムおよび無線通信方法を提供する。
【解決手段】本発明の無線通信システムは、基地局装置
と移動局装置から構成される無線通信システムであって
、前記基地局装置は、チャネル測定用の参照信号の送信
回数を指示する情報を含んだ無線リソース制御信号を前
記移動局装置に送信し、前記参照信号の送信を指示する
情報を含んだ物理下りリンク制御チャネルを前記移動局
装置に送信し、前記移動局装置は、前記物理下りリンク
制御チャネルに前記参照信号の送信を指示する情報が含
まれている場合に、前記無線リソース制御信号に含まれ
る前記送信回数を指示する情報に従って、前記参照信号
を前記送信回数に達するまで前記基地局装置に送信する
。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基地局装置と移動局装置から構成される無線通信システムであって、
　前記基地局装置は、
　チャネル測定用の参照信号の送信回数を指示する情報を含んだ無線リソース制御信号を
前記移動局装置に送信し、
　前記参照信号の送信を指示する情報を含んだ物理下りリンク制御チャネルを前記移動局
装置に送信し、
　前記移動局装置は、
　前記物理下りリンク制御チャネルに前記参照信号の送信を指示する情報が含まれている
場合に、前記無線リソース制御信号に含まれる前記送信回数を指示する情報に従って、前
記参照信号を前記送信回数に達するまで前記基地局装置に送信する
　ことを特徴とする無線通信システム。
【請求項２】
　前記基地局装置は、前記参照信号の周波数ホッピングを行うか否かを指示する情報を含
んだ無線リソース制御信号を前記移動局装置に送信し、
　前記移動局装置は、前記無線リソース制御信号に含まれる前記参照信号の周波数ホッピ
ングを指示する情報に従って、前記送信回数に達するまで周波数ホッピングを行いながら
、前記参照信号を前記基地局装置に送信する
　ことを特徴とする請求項１に記載の無線通信システム。
【請求項３】
　前記基地局装置は、前記移動局装置がアンテナ選択を行うか否かを指示する情報を含ん
だ無線リソース制御信号を前記移動局装置に送信し、
　前記移動局装置は、前記無線リソース制御信号に含まれる前記移動局装置のアンテナ選
択を指示する情報に従って、前記送信回数に達するまでアンテナ選択を行いながら、前記
参照信号を前記基地局装置に送信する
　ことを特徴とする請求項１に記載の無線通信システム。
【請求項４】
　前記移動局装置において、前記参照信号が送信されるサブフレームは、セル毎に設定さ
れることを特徴とする請求項１から３のいずれかに記載の無線通信システム。
【請求項５】
　前記移動局装置において、前記参照信号が送信されるサブフレームは、前記移動局装置
毎に設定されることを特徴とする請求項１から３のいずれかに記載の無線通信システム。
【請求項６】
　前記移動局装置において、前記移動局装置毎に設定される前記参照信号が送信されるサ
ブフレームは、前記セル毎に設定される前記参照信号を送信することのできるサブフレー
ムから構成されることを特徴とする請求項１から３のいずれかに記載の無線通信システム
。
【請求項７】
　移動局装置と通信を行う基地局装置であって、
　チャネル測定用の参照信号の送信回数を指示する情報を含んだ無線リソース制御信号を
前記移動局装置に送信する手段と、
　前記参照信号の送信を指示する情報を含んだ物理下りリンク制御チャネルを前記移動局
装置に送信する手段と、を備える
　ことを特徴とする基地局装置。
【請求項８】
　前記基地局装置は、前記参照信号の周波数ホッピングを行うか否かを指示する情報を含
んだ無線リソース制御信号を前記移動局装置に送信する手段を備える
　ことを特徴とする請求項７に記載の基地局装置。
【請求項９】
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　前記基地局装置は、前記移動局装置がアンテナ選択を行うか否かを指示する情報を含ん
だ無線リソース制御信号を前記移動局装置に送信する手段を備える
　ことを特徴とする請求項７に記載の基地局装置。
【請求項１０】
　基地局装置と通信を行う移動局装置であって、
　前記物理下りリンク制御チャネルに前記参照信号の送信を指示する情報が含まれている
場合に、前記無線リソース制御信号に含まれる前記送信回数を指示する情報に従って、前
記参照信号を前記送信回数に達するまで前記基地局装置に送信する手段を備える
　ことを特徴とする移動局装置。
【請求項１１】
　前記移動局装置は、
　前記無線リソース制御信号に含まれる前記周波数ホッピングを指示する情報に従って、
前記送信回数に達するまで周波数ホッピングを行いながら、前記参照信号を前記基地局装
置に送信する手段を備える
　ことを特徴とする請求項１０に記載の移動局装置。
【請求項１２】
　前記移動局装置は、
　前記無線リソース制御信号に含まれる前記アンテナ選択を指示する情報に従って、前記
送信回数に達するまでアンテナ選択を行いながら、前記参照信号を前記基地局装置に送信
する手段を備える
　ことを特徴とする請求項１０に記載の移動局装置。
【請求項１３】
　基地局装置と移動局装置から構成される無線通信システムの無線通信方法であって、
　前記基地局装置は、
　チャネル測定用の参照信号の送信回数を指示する情報を含んだ無線リソース制御信号を
前記移動局装置に送信するステップと、
　前記参照信号の送信を指示する情報を含んだ物理下りリンク制御チャネルを前記移動局
装置に送信するステップと、を少なくとも有し、
　前記移動局装置は、
　前記物理下りリンク制御チャネルに前記参照信号の送信を指示する情報が含まれている
場合に、前記無線リソース制御信号に含まれる前記送信回数を指示する情報に従って、前
記参照信号を前記送信回数に達するまで前記基地局装置に送信するステップを少なくとも
有している
　ことを特徴とする無線通信方法。
【請求項１４】
　前記基地局装置は、前記参照信号の周波数ホッピングを行うか否かを指示する情報を含
んだ無線リソース制御信号を前記移動局装置に送信するステップを少なくとも有し、
　前記移動局装置は、前記無線リソース制御信号に含まれる前記周波数ホッピングを指示
する情報に従って、前記送信回数に達するまで周波数ホッピングを行いながら、前記参照
信号を前記基地局装置に送信するステップを少なくとも有している
　ことを特徴とする請求項１３に記載の無線通信方法。
【請求項１５】
　前記基地局装置は、前記移動局装置がアンテナ選択を行うか否かを指示する情報を含ん
だ無線リソース制御信号を前記移動局装置に送信するステップを少なくとも有し、
　前記移動局装置は、前記無線リソース制御信号に含まれる前記アンテナ選択を指示する
情報に従って、前記送信回数に達するまでアンテナ選択を行いながら、前記参照信号を前
記基地局装置に送信するステップを少なくとも有している
　ことを特徴とする請求項１３に記載の無線通信方法。
 
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、移動局装置と基地局装置から構成される無線通信システムに関し、特に、移
動局装置のチャネル測定用の参照信号の送信制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、セルラー移動通信の無線アクセス方式および無線ネットワークの進化（以下
、「Long Term Evolution (LTE)」、または、「Evolved Universal Terrestrial Radio A
ccess (EUTRA)」と称する。）、および、ＬＴＥより広帯域な周波数帯域を利用して、さ
らに高速なデータの通信を実現する無線アクセス方式および無線ネットワーク（以下、「
Long Term Evolution-Advanced (LTE-A)」、または、「Advanced Evolved Universal Ter
restrial Radio Access (A-EUTRA)」と称する。）が、第三世代パートナーシッププロジ
ェクト（3rd Generation Partnership Project; 3GPP）において検討されている。
【０００３】
　ＬＴＥ－Ａでは、基地局装置が設定した周期的なタイミングで送信されるチャネル測定
用の参照信号（P-SRS: Periodic Sounding Reference Signal）の他に、基地局装置から
送信要求が通知された時にだけ送信されるチャネル測定用の参照信号（A-SRS: Aperiodic
 Sounding Reference Signal）が提案されている（非特許文献１）。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００４】
【非特許文献１】“Channel sounding enhancements for LTE-Advanced”, R1-094653, 3
GPP TSG-RAN1 Meeting#59, Jeju, Korea, Nov 9- 13, 2009
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、従来の技術において、基地局装置から物理下りリンク制御チャネルを使
用して送信要求が通知された場合にのみ、移動局装置がチャネル測定用の参照信号Ａ－Ｓ
ＲＳを送信するだけでは、基地局装置は、上りリンクに関して十分なチャネル測定精度が
得られない。また、移動局装置が、十分なチャネル測定精度が得られない参照信号を送信
することは、上りリンク信号のリソースを無駄にするだけでなく、基地局装置においても
効率的な周波数選択スケジューリングを行うことができなくなる。
【０００６】
　また、基地局装置がチャネル測定用の参照信号の送信を要求する度に、物理下りリンク
制御チャネルを使用してしては、下りリンク信号のリソースを無駄にしてしまい、基地局
装置と移動局装置間で効率的な通信を行うことができない。
【０００７】
　本発明は、上記の点を鑑みてなされたものであり、基地局装置から送信要求が通知され
た場合に、チャネル測定用の参照信号の効率的な送信と上りリンクのチャネル測定精度を
向上することのできる移動局装置、基地局装置、無線通信システムおよび無線通信方法を
提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　（１）上記の目的を達成するために、本発明は、以下のような手段を講じた。すなわち
、本発明の無線通信システムは、基地局装置と移動局装置から構成される無線通信システ
ムであって、前記基地局装置は、チャネル測定用の参照信号の送信回数（Repetition num
ber）を指示する情報を含んだ無線リソース制御信号（RRCシグナリング：Radio Resource
 Control Signaling）を前記移動局装置に送信し、前記参照信号の送信を指示する情報を
含んだ物理下りリンク制御チャネルを前記移動局装置に送信し、前記移動局装置は、前記
物理下りリンク制御チャネルに前記参照信号の送信を指示する情報が含まれている場合に
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、前記無線リソース制御信号に含まれる前記送信回数を指示する情報に従って、前記参照
信号を前記送信回数に達するまで前記基地局装置に送信することを特徴としている。
【０００９】
　このように、基地局装置は、移動局装置に対して１回の送信要求だけでＡ－ＳＲＳを所
定の回数送信させることを指示することができ、上りリンクのチャネル測定精度を向上さ
せることができる。
【００１０】
　（２）本発明の無線通信システムは、基地局装置と移動局装置から構成される無線通信
システムであって、前記基地局装置は、チャネル測定用の参照信号の送信回数を指示する
情報を含んだ無線リソース制御信号を前記移動局装置に送信し、前記参照信号の周波数ホ
ッピングを行うか否かを指示する情報を含んだ無線リソース制御信号を前記移動局装置に
送信し、前記参照信号の送信を指示する情報を含んだ物理下りリンク制御チャネルを前記
移動局装置に送信し、前記移動局装置は、前記物理下りリンク制御チャネルに前記参照信
号の送信を指示する情報が含まれている場合に、前記無線リソース制御信号に含まれる前
記送信回数を指示する情報と前記周波数ホッピングを指示する情報に従って、前記送信回
数に達するまで周波数ホッピングを行いながら、前記参照信号を前記基地局装置に送信す
ることを特徴としている。
【００１１】
　このように、周波数ホッピングを適用することで、周波数ホッピングによる周波数ダイ
バーシティ効果と干渉の平均化効果を得ることができ、基地局装置は、効率的な周波数選
択スケジューリングと上りリンクのチャネル測定精度を向上させることができる。
【００１２】
　（３）本発明の無線通信システムは、基地局装置と移動局装置から構成される無線通信
システムであって、前記基地局装置は、チャネル測定用の参照信号の送信回数を指示する
情報を含んだ無線リソース制御信号を前記移動局装置に送信し、前記移動局装置がアンテ
ナ選択を行うか否かを指示する情報を含んだ無線リソース制御信号を前記移動局装置に送
信し、前記参照信号の送信を指示する情報を含んだ物理下りリンク制御チャネルを前記移
動局装置に送信し、前記移動局装置は、前記物理下りリンク制御チャネルに前記参照信号
の送信を指示する情報が含まれている場合に、前記無線リソース制御信号に含まれる前記
送信回数を指示する情報と前記アンテナ選択を指示する情報に従って、前記送信回数に達
するまでアンテナ選択を行いながら、前記参照信号を前記基地局装置に送信することを特
徴としている。
【００１３】
　このように、アンテナを切り替えながら、Ａ－ＳＲＳを所定の回数送信することで、ア
ンテナ毎のチャネル測定精度を向上することができ、基地局装置は、移動局装置に対して
より通信品質の良いアンテナを使用して通信を行うことを指示することができる。また、
複数のアンテナのチャネル測定を行うことができるので、ＭＩＭＯ（Multiple Input Mul
tiple Output）通信への切り替えを効率的に行うことができる。
【００１４】
　（４）本発明の無線通信システムは、前記移動局装置が、前記参照信号を送信するサブ
フレームは、セル毎に設定されることを特徴としている。
【００１５】
　（５）本発明の無線通信システムは、前記移動局装置が、前記参照信号を送信するサブ
フレームは、前記移動局装置毎に設定されることを特徴としている。
【００１６】
　（６）本発明の無線通信システムは、前記移動局装置が、前記参照信号を送信するサブ
フレームは、前記セル毎に設定されるサブフレームと前記移動局装置毎に設定されるサブ
フレームが含まれることを特徴としている。
【００１７】
　このように、Ａ－ＳＲＳを送信するサブフレームを指定することで、移動局装置は、よ
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りフレキシブルなＡ－ＳＲＳ送信を行うことができる。
【００１８】
　（７）本発明の基地局装置は、移動局装置と通信を行う基地局装置であって、チャネル
測定用の参照信号の送信回数を指示する情報を含んだ無線リソース制御信号を前記移動局
装置に送信する手段と、前記参照信号の送信を指示する情報を含んだ物理下りリンク制御
チャネルを前記移動局装置に送信する手段と、を備えることを特徴としている。
【００１９】
　このように、本発明の基地局装置は、１回の送信要求を行うことでＡ－ＳＲＳを所定の
回数送信することを移動局装置に指示することができる。
【００２０】
　（８）本発明の基地局装置は、移動局装置と通信を行う基地局装置であって、チャネル
測定用の参照信号の送信回数を指示する情報を含んだ無線リソース制御信号を前記移動局
装置に送信する手段と、前記参照信号の周波数ホッピングを行うか否かを指示する情報を
含んだ無線リソース制御信号を前記移動局装置に送信する手段と、前記参照信号の送信を
指示する情報を含んだ物理下りリンク制御チャネルを前記移動局装置に送信する手段と、
を備えることを特徴としている。
【００２１】
　このように、本発明の基地局装置は、１回の送信要求を行うことでＡ－ＳＲＳを周波数
ホッピングを行いながら所定の回数送信することを移動局装置に指示することができる。
【００２２】
　（９）本発明の基地局装置は、移動局装置と通信を行う基地局装置であって、チャネル
測定用の参照信号の送信回数を指示する情報を含んだ無線リソース制御信号を前記移動局
装置に送信する手段と、前記移動局装置がアンテナ選択を行うか否かを指示する情報を含
んだ無線リソース制御信号を前記移動局装置に送信する手段と、前記参照信号の送信を指
示する情報を含んだ物理下りリンク制御チャネルを前記移動局装置に送信する手段と、を
備えることを特徴としている。
【００２３】
　このように、本発明の基地局装置は、１回の送信要求を行うことでＡ－ＳＲＳをアンテ
ナ選択（切り替え）を行いながら所定の回数送信することを移動局装置に指示することが
できる。
【００２４】
　（１０）本発明の移動局装置は、基地局装置と通信を行う移動局装置であって、前記物
理下りリンク制御チャネルに前記参照信号の送信を指示する情報が含まれている場合に、
前記無線リソース制御信号に含まれる前記送信回数を指示する情報に従って、前記参照信
号を前記送信回数に達するまで前記基地局装置に送信する手段を備えていることを特徴と
している。
【００２５】
　このように、本発明の移動局装置は、基地局装置からの１回の送信要求でＡ－ＳＲＳを
所定の回数送信することができる。
【００２６】
　（１１）本発明の移動局装置は、基地局装置と通信を行う移動局装置であって、前記物
理下りリンク制御チャネルに前記参照信号の送信を指示する情報が含まれている場合に、
前記無線リソース制御信号に含まれる前記送信回数を指示する情報と前記周波数ホッピン
グを指示する情報に従って、前記送信回数に達するまで周波数ホッピングを行いながら、
前記参照信号を前記基地局装置に送信する手段を備えていることを特徴としている。
【００２７】
　このように、本発明の移動局装置は、１回の送信要求でＡ－ＳＲＳを周波数ホッピング
を行いながら所定の回数送信することができる。
【００２８】
　（１２）本発明の移動局装置は、基地局装置と通信を行う移動局装置であって、前記物
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理下りリンク制御チャネルに前記参照信号の送信を指示する情報が含まれている場合に、
前記無線リソース制御信号に含まれる前記送信回数を指示する情報と前記アンテナ選択を
指示する情報に従って、前記送信回数に達するまでアンテナ選択を行いながら、前記参照
信号を前記基地局装置に送信する手段を備えていることを特徴としている。
【００２９】
　このように、本発明の移動局装置は、１回の送信要求でＡ－ＳＲＳをアンテナ選択（切
り替え）を行いながら所定の回数送信することができる。
【００３０】
　（１３）本発明の無線通信方法は、基地局装置と移動局装置から構成される無線通信シ
ステムの無線通信方法であって、前記基地局装置は、チャネル測定用の参照信号の送信回
数を指示する情報を含んだ無線リソース制御信号を前記移動局装置に送信するステップと
、前記参照信号の送信を指示する情報を含んだ物理下りリンク制御チャネルを前記移動局
装置に送信するステップと、を少なくとも有し、前記移動局装置は、前記物理下りリンク
制御チャネルに前記参照信号の送信を指示する情報が含まれている場合に、前記無線リソ
ース制御信号に含まれる前記送信回数を指示する情報に従って、前記参照信号を前記送信
回数に達するまで前記基地局装置に送信するステップと、を少なくとも有していることを
特徴としている。
【００３１】
　このように、本発明の無線通信方法は、基地局装置からの１回の送信要求で移動局装置
がＡ－ＳＲＳを所定の回数送信することができる。
【００３２】
　（１４）本発明の無線通信方法は、基地局装置と移動局装置から構成される無線通信シ
ステムの無線通信方法であって、前記基地局装置は、チャネル測定用の参照信号の送信回
数を指示する情報を含んだ無線リソース制御信号を前記移動局装置に送信するステップと
、前記参照信号の周波数ホッピングを行うか否かを指示する情報を含んだ無線リソース制
御信号を前記移動局装置に送信するステップと、前記参照信号の送信を指示する情報を含
んだ物理下りリンク制御チャネルを前記移動局装置に送信するステップと、を少なくとも
有し、前記移動局装置は、前記物理下りリンク制御チャネルに前記参照信号の送信を指示
する情報が含まれている場合に、前記無線リソース制御信号に含まれる前記送信回数を指
示する情報と前記周波数ホッピングを指示する情報に従って、前記送信回数に達するまで
周波数ホッピングを行いながら、前記参照信号を前記基地局装置に送信するステップと、
を少なくとも有していることを特徴としている。
【００３３】
　このように、本発明の無線通信方法は、基地局装置からの１回の送信要求で移動局装置
がＡ－ＳＲＳを所定の回数、周波数ホッピングを行いながら送信することができる。
【００３４】
　（１５）本発明の無線通信方法は、基地局装置と移動局装置から構成される無線通信シ
ステムの無線通信方法であって、前記基地局装置は、チャネル測定用の参照信号の送信回
数を指示する情報を含んだ無線リソース制御信号を前記移動局装置に送信するステップと
、前記移動局装置がアンテナ選択を行うか否かを指示する情報を含んだ無線リソース制御
信号を前記移動局装置に送信するステップと、前記参照信号の送信を指示する情報を含ん
だ物理下りリンク制御チャネルを前記移動局装置に送信するステップと、を少なくとも有
し、前記移動局装置は、前記物理下りリンク制御チャネルに前記参照信号の送信を指示す
る情報が含まれている場合に、前記無線リソース制御信号に含まれる前記送信回数を指示
する情報と前記アンテナ選択を指示する情報に従って、前記送信回数に達するまでアンテ
ナ選択を行いながら、前記参照信号を前記基地局装置に送信するステップと、を少なくと
も有していることを特徴としている。
【００３５】
　このように、本発明の無線通信方法は、基地局装置からの１回の送信要求で移動局装置
がＡ－ＳＲＳを所定の回数、アンテナ選択（切り替え）を行いながら送信することができ
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る。
【発明の効果】
【００３６】
　本発明によれば、基地局装置から移動局装置に送信要求が通知された場合にのみ送信さ
れるチャネル測定用の参照信号の効率的な送信方法と上りリンクのチャネル測定精度を向
上することのできる移動局装置、基地局装置、無線通信システムおよび無線通信方法を提
供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００３７】
【図１】本発明の基地局装置１の概略機能構成を示すブロック図である。
【図２】本発明の移動局装置３の概略機能構成を示すブロック図である。
【図３】本発明の第１の実施形態におけるＡ－ＳＲＳ送信のためのシグナリングの一例を
示した図である。
【図４】本発明の第２の実施形態におけるＡ－ＳＲＳ送信のためのシグナリングの一例を
示した図である。
【図５】本発明の第３の実施形態におけるＡ－ＳＲＳ送信のためのシグナリングの一例を
示した図である。
【図６】本発明におけるＳＲＳのリソース割り当てと周波数ホッピング（FH: Frequency 
Hopping）の概略構成を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００３８】
　各実施形態の具体的な説明に入る前に、本発明で用いられる通信技術の概要について簡
単に説明する。
【００３９】
　（物理チャネル）
　本発明に使用される物理チャネルには、物理報知チャネル、物理下りリンク共用チャネ
ル、物理下りリンク制御チャネル、下りリンク参照信号、物理上りリンク共用チャネル、
物理上りリンク制御チャネル、物理ランダムアクセスチャネル、上りリンク参照信号など
が含まれる。なお、異なる物理チャネルの種類が上記物理チャネルに追加されても後述す
る本発明の各実施形態は適用できる。
【００４０】
　物理報知チャネル（PBCH: Physical Broadcast Channel）は、セル内の移動局装置で共
通に用いられる制御パラメータ（報知情報）を通知する目的で送信される。物理報知チャ
ネルで通知されない報知情報は、物理下りリンク制御チャネルでリソースが通知され、物
理下りリンク共用チャネルを用いて送信される。報知情報として、セル個別のＩＤ（Iden
tity）を示すセルグローバルＩＤなどが通知される。ＰＢＣＨは、４０ミリ秒間隔で報知
チャネル（BCH: Broadcast Channel）がマッピングされる。４０ミリ秒のタイミングは、
移動局装置においてブラインド検出（blind detection）される。すなわち、物理報知チ
ャネルのタイミング提示のために、移動局装置に対して明示的なシグナリングは送信され
ない。また、物理報知チャネル（PBCH）を含むサブフレームは、そのサブフレームだけで
復号できる（自己復号可能：self-decodable）。
【００４１】
　物理下りリンク制御チャネル（PDCCH: Physical Downlink Control Channel）は、基地
局装置から移動局装置へ送信される下りリンクチャネルであり、物理下りリンク共用チャ
ネル（PDSCH: Physical Downlink Shared Channel）のリソース割り当て、下りリンクデ
ータ（DL-SCH: Downlink-Shared Channel、下りリンク共用チャネル）に対するハイブリ
ッド自動再送要求（ＨＡＲＱ）情報、および、物理上りリンク共用チャネル（PUSCH: Phy
sical Uplink Shared Channel）のリソース割り当てである上りリンク送信許可（上りリ
ンクグラント）を移動局装置に通知するために使用されるチャネルである。
【００４２】
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　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: Downlink-Shared Channel、下りリンク共用チャネル）またはペ
ージング情報を送信するために使用されるチャネルである。
【００４３】
　下りリンク参照信号（DL-RS: Downlink Reference Signal、またはCell-specific Refe
rence Signal）は、基地局装置から移動局装置へ下りリンクを利用して送信される。移動
局装置は下りリンク参照信号を測定することで下りリンクの受信品質を判定する。受信品
質は、品質情報指標であるＣＱＩ（Channel Quality Indicator：チャネル品質指標）と
して物理上りリンク制御チャネル（PUCCH: Physical Uplink Control Channel）または物
理上りリンク共用チャネル（PUSCH: Physical Uplink Shared Channel）を用いて基地局
装置へ通知される。基地局装置は移動局装置から通知されたＣＱＩに基づいて、移動局装
置に対する下りリンク通信のスケジューリングを行う。なお、受信品質としては、ＳＩＲ
（Signal-to-Interference Ratio：信号対干渉電力比）、ＳＩＮＲ（Signal-to-Interfer
ence plus Noise Ratio：信号対干渉雑音電力比）、ＳＮＲ（Signal-to-Noise Ratio：信
号対雑音電力比）、ＣＩＲ（Carrier-to-Interference Ratio：搬送波対干渉電力比）、
ＢＬＥＲ（Block Error Rate：ブロック誤り率）、パスロスなどを使用することができる
。
【００４４】
　物理上りリンク共用チャネル（PUSCH: Physical Uplink Shared Channel）は、主に上
りリンクデータ（UL-SCH: Uplink Shared Channel、上りリンク共用チャネル）を送信す
るために使用されるチャネルである。基地局装置が、移動局装置をスケジューリングした
場合には、チャネル状態情報（下りリンクのチャネル品質指標（CQI: Channel Quality I
ndicator）、プレコーディングマトリックス指標（PMI: Precoding Matrix Indicator）
、ランク指標（RI: Rank Indicator））や下りリンク送信に対するハイブリッド自動再送
要求（HARQ: Hybrid Automatic Repeat Request）の肯定応答（ACK: Acknowledgement）
／否定応答（NACK: Negative Acknowledgement）も物理上りリンク共用チャネル（PUSCH
）を使用して送信される。ここで、上りリンクデータ（UL-SCH）とは、例えば、ユーザデ
ータの送信を示しており、ＵＬ－ＳＣＨは、トランスポートチャネルである。ＵＬ－ＳＣ
Ｈでは、ＨＡＲＱ、動的適応無線リンク制御がサポートされ、また、ビームフォーミング
が利用可能である。ＵＬ－ＳＣＨは、動的なリソース割り当て、および、準静的なリソー
ス割り当てがサポートされる。
【００４５】
　物理上りリンク制御チャネル（PUCCH: Physical Uplink Control Channel）は、制御デ
ータを送信するために使用されるチャネルである。ここで制御データとは、例えば、移動
局装置から基地局装置へ送信（フィードバック）されるチャネル状態情報（CQI、PMI、RI
）、移動局装置が、上りリンクデータを送信するためのリソースの割り当てを要求する（
UL-SCHでの送信を要求する）スケジューリング要求（SR: Scheduling Request）、下りリ
ンク送信に対するＨＡＲＱのＡＣＫ／ＮＡＣＫなどが含まれる。
【００４６】
　上りリンク参照信号（UL-RS: Uplink Reference Signal）は、移動局装置から基地局装
置へ送信される。ＵＬ－ＲＳには、サウンディング参照信号（SRS: Sounding Reference 
Signal）とデモジュレーション参照信号（DM-RS: Demodulation Reference Signal）とが
ある。チャネル測定用の参照信号であるサウンディング参照信号は、基地局装置が測定す
ることで、移動局装置の上りリンク無線送信信号の受信品質の判断をし、受信品質に基づ
く上りリンクのスケジューリングや上りリンクタイミング同期の調整に用いられる。また
、デモジュレーション参照信号は、物理上りリンク共用チャネルと共に送信され、物理上
りリンク共用チャネルの信号の振幅、位相や周波数の変動量を計算し、物理上りリンク共
用チャネルを利用して送信された信号を復調するための参照信号としても使用される。Ｄ
Ｍ－ＲＳの送信帯域幅は、ＰＵＳＣＨの送信帯域幅と一致するが、ＳＲＳの送信帯域幅は
、ＤＭ－ＲＳとは独立に設定される。すなわち、ＳＲＳの送信帯域幅はＰＵＳＣＨの送信
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帯域幅と必ずしも一致せず、基地局装置によって予め設定される。また、ＳＲＳには、時
間軸方向に対して周波数ホッピングが適用される。ＳＲＳは、周波数ホッピングを用いる
ことで周波数ダイバーシティ効果と干渉の平均化効果が得られる。チャネル測定用の第１
の参照信号（A-SRS: Aperiodic SRS）は、基地局装置が送信を要求した場合に送信される
チャネル測定用の参照信号であり、第１の参照信号を送信するサブフレームは、基地局装
置によって物理下りリンク制御チャネルを使用して設定されても良いし、無線リソース制
御信号（RRCシグナリング）を使用して設定されても良い。また、チャネル測定用の第２
の参照信号（P-SRS: Periodic SRS）は、基地局装置が予め設定した送信周期に応じて送
信されるチャネル測定用の参照信号であり、第２の参照信号を送信するサブフレームは、
基地局装置によって無線リソース制御信号を使用して設定されても良いし、報知チャネル
を使用して設定されても良い。また、第１の参照信号と第２の参照信号それぞれの送信周
期や送信帯域幅などのＳＲＳのパラメータに関する設定情報は、基地局装置で予め設定さ
れてから無線リソース制御信号に含まれて移動局装置に送信されても良い。また、チャネ
ル測定用の参照信号を送信するサブフレーム（第１の参照信号、第２の参照信号を送信す
るサブフレームそれぞれ）は、セル毎に設定しても良いし、移動局装置毎に設定しても良
いし、コンポーネントキャリア毎に設定しても良いし、第１の参照信号と第２の参照信号
を送信するサブフレームは、同じサブフレームを使用して送信しても良いし、異なるサブ
フレームを使用して送信しても良い。例えば、基地局装置は、第１の参照信号を送信する
サブフレームを移動局装置毎に設定し、第２の参照信号を送信するサブフレームをセル毎
に設定しても良い。
【００４７】
　物理ランダムアクセスチャネル（PRACH: Physical Random Access Channel）は、ラン
ダムアクセスプリアンブルを送信するために使用される物理チャネルであり、ガードタイ
ムを持つ。ＰＲＡＣＨは、移動局装置が基地局装置と同期をとることを最大の目的とし、
その他に、初期アクセス、ハンドオーバ、再接続要求、およびスケジューリング要求に用
いられる。
【００４８】
　スケジューリング要求は、移動局装置が基地局装置に対して、物理上りリンク共用チャ
ネルのリソースの割り当てを要求する情報である。移動局装置は、自装置のバッファに送
信する情報データが溜まってきて、物理上りリンク共用チャネルのリソース割り当てを要
求する場合に、スケジューリング要求を送信する。また、移動局装置は、予め基地局装置
より割り当てられた物理上りリンク制御チャネルを用いて、スケジューリング要求を基地
局装置に送信する。なお、基地局装置は、移動局装置との通信接続開始時に、その移動局
装置がスケジューリング要求を配置するための周期的なリソースを割り当てる。
【００４９】
　（ＳＲＳのリソース割り当ておよび周波数ホッピング）
　図６は、ＳＲＳのリソース割り当てと周波数ホッピング（FH: Frequency Hopping）の
概略構成を示す図である。同図において横軸は時間であり、縦軸は周波数である。同図左
側は、ＳＲＳのリソース割り当ての一例を示している。同図左側の例において、時間軸方
向に１４個のシンボルが並んでいる。７個のシンボルが１スロットに相当し、１スロット
の長さは０．５ミリ秒（ms）である。また、１４個のシンボル（２スロットに相当）が１
サブフレームに相当し、１サブフレームの長さは１ミリ秒である。このように１サブフレ
ームが１４シンボルで構成される上りリンク信号において、例えば、ＳＲＳは１４番目の
シンボルに割り当てられる。１４番目のシンボルに割り当てられるＳＲＳのリソース（周
波数方向の帯域幅）は、上りリンクシステム帯域幅や移動局装置の送信電力に応じて、設
定される。また、ＰＲＡＣＨは送信するメッセージの種類やフォーマットに応じて、帯域
幅や時間シンボル長を変更して割り当てることができる。
【００５０】
　また、時間軸方向に対しては、送信する度に周波数位置を変更する周波数ホッピングが
適用される。同図右側は、ＳＲＳの周波数ホッピングの一例を示す。同図右側において、
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送信周期Ｔ毎にＳＲＳが送信されるが、図に示すように、周期Ｔ毎に（つまり送信する度
に）周波数方向にホッピングを行う。
【００５１】
　＜第１の実施形態＞
　第１の実施形態について以下に説明する。第１の実施形態では、基地局装置１は、チャ
ネル測定用の参照信号の送信回数を指示する情報を含んだ無線リソース制御信号を移動局
装置３に送信し、参照信号の送信を指示する情報を含んだ物理下りリンク制御チャネルを
移動局装置３に送信する。移動局装置３は、無線リソース制御信号に含まれる前記送信回
数を指示する情報に従って、参照信号の送信回数を設定し、物理下りリンク制御チャネル
に参照信号の送信を指示する情報が含まれている場合に、参照信号を基地局装置１に送信
する。第１の実施形態では、ＰＤＣＣＨにＡ－ＳＲＳの送信を指示する情報が含まれてい
る場合に、移動局装置３は、Ａ－ＳＲＳを所定の回数送信することができる。
【００５２】
　図１は、本発明の基地局装置１の概略機能構成を示すブロック図である。基地局装置１
は、送信部１０１と、受信部１０３と、スケジューリング部１０５と、上位層１０７と、
アンテナ１０９とを含んでいる。送信部１０１は、データ制御部１０１１と、変調部１０
１３と、無線送信部１０１５とを含んでいる。また、受信部１０３は、無線受信部１０３
１と、復調部１０３３と、データ抽出部１０３５とを含んでいる。データ制御部１０１１
は、ユーザデータと制御データとを入力し、スケジューリング部１０５からの指示により
、制御データをＰＤＣＣＨに配置し、各移動局装置３に対する送信データや制御データを
ＰＤＳＣＨに配置する。変調部１０１３は、データ変調、入力信号の直列／並列変換、Ｉ
ＦＦＴ、ＣＰ挿入、フィルタリングなどの信号処理を行い、送信信号を生成する。無線送
信部１０１５は、変調されたデータを無線周波数にアップコンバードした後に、アンテナ
１０９を介して、移動局装置３に送信する。
【００５３】
　無線受信部１０３１は、移動局装置３からの上りリンクの信号を受信し、ベースバンド
信号にダウンコンバートして、受信データを復調部１０３３に出力する。データ抽出部１
０３５は、受信データの正誤を確認し、確認結果をスケジューリング部１０５に通知する
。データ抽出部１０３５は、受信データが正しい場合、受信データをユーザデータと制御
データに分離する。データ抽出部１０３５は、制御データの中で下りリンクのチャネル品
質指示情報、下りリンクデータの成／否（ACK/NACK）などの第２層の制御データはスケジ
ューリング部１０５に出力し、その他の第３層等の制御データとユーザデータは上位層１
０７に出力する。データ抽出部１０３５は、受信データが誤りの場合、再送データと合成
するために保存しておき、再送データを受信した時に合成処理を行う。
【００５４】
　スケジューリング部１０５は、ユーザデータや制御データをＰＤＳＣＨやＰＤＣＣＨに
配置するためのスケジューリングを行う。
【００５５】
　上位層１０７は、媒体アクセス制御（MAC: Medium Access Control）層、無線リンク制
御（RLC: Radio Link Control）層、パケットデータ収束プロトコル（PDCP: Packet Data
 Convergence Protocol）層、無線リソース制御（RRC: Radio Resource Control）層の処
理を行う。上位層１０７は、下位層の処理部を統合して制御するため、上位層１０７と、
スケジューリング部１０５、アンテナ１０９、送信部１０１、受信部１０３との間のイン
ターフェースが存在する（ただし、図示しない）。
【００５６】
　上位層１０７は、無線リソース制御部１０７１（制御部とも言う。）を有している。ま
た、無線リソース制御部１０７１は、各種設定情報の管理、システム情報の管理、ページ
ング制御、各移動局装置の通信状態の管理、ハンドオーバなどの移動管理、移動局装置毎
のバッファ状況の管理、ユニキャストおよびマルチキャストベアラの接続設定の管理、移
動局識別子（ＵＥＩＤ）の管理などを行っている。また、上位層１０７は、別の基地局装
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置への情報および上位ノードへの情報の授受を行う。
【００５７】
　図２は、本発明の移動局装置３の概略機能構成を示すブロック図である。移動局装置３
は、送信部２０１と、受信部２０３と、スケジューリング部２０５と、上位層２０７と、
アンテナ２０９とを含んでいる。送信部２０１は、データ制御部２０１１と、変調部２０
１３と、無線送信部２０１５とを含んでいる。また、受信部２０３は、無線受信部２０３
１と、復調部２０３３と、データ抽出部２０３５とを含んでいる。
【００５８】
　ユーザデータと制御データは、上位層２０７からデータ制御部２０１１に入力される。
データ制御部２０１１は、入力されたデータをスケジューリング部２０５からの指示によ
り、ＰＵＳＣＨやＰＵＣＣＨに配置する。変調部２０１３は、ＰＵＳＣＨやＰＵＣＣＨの
データ変調を行い、無線送信部２０１５に出力する。無線送信部２０１５は、変調された
データと上りリンク参照信号を離散フーリエ変換（DFT: Discrete Fourier Transform）
、サブキャリアマッピング、逆高速フーリエ変換（IFFT: Inverse Fast Fourier Transfo
rm）、ＣＰ（Cyclic Prefix）挿入、フィルタリングなどの信号処理を行い、送信信号を
生成し、無線周波数にアップコンバートした後に、アンテナ２０９を介して、基地局装置
１に送信する。
【００５９】
　無線受信部２０３１は、基地局装置１からの下りリンク信号を受信し、ベースバンド信
号にダウンコンバートして、受信信号を復調部２０３３に出力する。復調部２０３３は、
受信データを復調する。データ抽出部２０３５は、受信データをユーザデータと制御デー
タに分離する。また、データ抽出部２０３５は、スケジューリング情報、ランダムアクセ
ス応答メッセージや間欠受信制御に関する制御データやその他の第２層の制御データはス
ケジューリング部２０５に出力し、ユーザデータを上位層２０７に出力する。
【００６０】
　スケジューリング部２０５は、データ抽出部２０３５から入力された制御データを解析
し、上りリンクのスケジューリング情報を生成し、そのスケジューリング情報を基に、ユ
ーザデータや制御データをＰＵＳＣＨやＰＵＣＣＨに割り当てることをデータ制御部２０
１１に指示する。
【００６１】
　また、スケジューリング部２０５は、参照信号制御部２０５１を含んでいる。参照信号
制御部２０５１は、基地局装置から送信されたスケジューリング情報を基に、ＳＲＳ設定
情報を取り出す。ＳＲＳ設定情報を基に、第１の参照信号（A-SRS）と第２の参照信号（P
-SRS）の各種パラメータを設定する。また、チャネル測定用の第１の参照信号と第２の参
照信号と物理上りリンク制御チャネルが同じタイミングで生じた場合の送信制御を行い、
ＳＲＳ送信制御情報を生成する。参照信号制御部２０５１は、ＳＲＳ設定情報とＳＲＳ送
信制御情報を参照信号生成部２０６に出力する。
【００６２】
　参照信号生成部２０６は、参照信号制御部２０５１から入力されたＳＲＳ設定情報およ
びＳＲＳ送信制御情報を基に、第１の参照信号および／または第２の参照信号を生成し、
無線送信部２０１５に出力する。
【００６３】
　上位層２０７は、媒体アクセス制御（MAC: Medium Access Control）層、無線リンク制
御（RLC: Radio Link Control）層、パケットデータ収束プロトコル（PDCP: Packet Data
 Convergence Protocol）層、無線リソース制御（RRC: Radio Resource Control）層の処
理を行う。上位層２０７は、下位層の処理部を統合して制御するため、上位層２０７と、
スケジューリング部２０５、アンテナ２０９、送信部２０１、受信部２０３との間のイン
ターフェースが存在する（ただし、図示しない）。
【００６４】
　上位層２０７は、無線リソース制御部２０７１（制御部とも言う）を有している。無線
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リソース制御部２０７１は、各種設定情報の管理、システム情報の管理、ページング制御
、自局の通信状態の管理、ハンドオーバなどの移動管理、バッファ状況の管理、ユニキャ
ストおよびマルチキャストベアラの接続設定の管理、移動局識別子（UEID）の管理を行う
。
【００６５】
　図３は、本発明の第１の実施形態におけるＡ－ＳＲＳ送信のためのシグナリングの一例
を示した図である。まず、基地局装置１は、移動局装置３にＡ－ＳＲＳ設定情報を含む無
線リソース制御信号を送信する（ステップＳ１０１）。また、基地局装置１は、移動局装
置３にＡ－ＳＲＳの送信回数（例えば、送信回数５回）を指示する情報を含む無線リソー
ス制御信号を送信する（ステップＳ１０２）。移動局装置３は、基地局装置１から送信さ
れた無線リソース制御信号に含まれるＡ－ＳＲＳの設定情報に従って、Ａ－ＳＲＳの各種
パラメータ（送信回数も含む）を設定する。さらに、基地局装置１からＡ－ＳＲＳの送信
を指示する情報を含むＰＤＣＣＨが移動局装置３に送信された場合（ステップＳ１０３）
、移動局装置３は、設定された送信回数に達するまでＡ－ＳＲＳを基地局装置１に送信す
る（ステップＳ１０４）。ここで、ＰＤＣＣＨには、Ａ－ＳＲＳ送信のためのＴＰＣコマ
ンド（Transmission Power Control; 送信電力制御）が含まれる。すなわち、移動局装置
３は、ＰＤＣＣＨに含まれるＴＰＣコマンドに従って、Ａ－ＳＲＳを基地局装置１に送信
する。ここで、Ａ－ＳＲＳの送信回数を指示する情報は、Ａ－ＳＲＳ設定情報に含まれて
いても良い。また、ＳＲＳ設定情報で設定されるパラメータとは、Ａ－ＳＲＳ送信のため
の送信帯域幅や送信周期、Ｐ－ＳＲＳ送信のための送信帯域幅や送信周期などである。ま
た、この時、移動局装置３は、基地局装置１から複数アンテナによる同時送信を指示され
ていたら、複数のアンテナから同時にＡ－ＳＲＳを送信しても良い。さらに移動局装置は
、送信回数に達する前に、新たにＡ－ＳＲＳの送信を指示する情報が含まれたＰＤＣＣＨ
を受信した場合、新たに受信したＰＤＣＣＨに含まれる情報を無視して、送信回数に達す
るまでＡ－ＳＲＳを送信しても良いし、すでに送信中のＡ－ＳＲＳの送信を停止し、移動
局装置３がＡ－ＳＲＳを送信した回数をリセットして、基地局装置１から新たに送信要求
されたＡ－ＳＲＳを送信回数に達するまで基地局装置１に送信し直しても良い。
【００６６】
　移動局装置３は、Ａ－ＳＲＳが送信回数に達する前に、Ｐ－ＳＲＳと同じタイミングで
同じコンポーネントキャリアに配置された場合、Ｐ－ＳＲＳをドロップして（送信せずに
）、Ａ－ＳＲＳを基地局装置１に送信する。ここで、Ａ－ＳＲＳとＰ－ＳＲＳが同じタイ
ミングで配置されるとは、図６左図を用いて説明すると、基地局装置１によってＡ－ＳＲ
Ｓの送信とＰ－ＳＲＳの送信とが指示された１４番目のシンボル（射線部）に、１つの移
動局装置３がＡ－ＳＲＳとＰ－ＳＲＳを同時に配置して送信することであり、シンボル単
位で送信タイミングが一致していることを指している。移動局装置３は、１４番目のシン
ボルでＡ－ＳＲＳとＰ－ＳＲＳが同じタイミングで配置されるか否かを判定することがで
きる。
【００６７】
　ここで、基地局装置１は、Ａ－ＳＲＳを送信するサブフレームを、セル毎に設定しても
良いし、移動局装置毎に設定しても良い。また、Ａ－ＳＲＳを送信するサブフレームは、
セル毎に設定したサブフレームと移動局装置毎に設定したサブフレームが含まれても良い
。また、複数のコンポーネントキャリアを使用して通信を行う無線通信システムにおいて
、基地局装置１は、コンポーネントキャリア毎にＡ－ＳＲＳを送信するサブフレームを設
定しても良い。ＭＩＭＯ（Multiple Input Multiple Output）通信のような複数のアンテ
ナを使用して通信を行う無線通信システムにおいて、基地局装置１は、アンテナ毎にＡ－
ＳＲＳを送信するサブフレームを設定しても良い。
【００６８】
　また、複数のコンポーネントキャリアを使用して基地局装置１と通信を行う移動局装置
３においては、ＰＤＣＣＨにＡ－ＳＲＳの送信を指示する情報とともに、ＰＵＳＣＨを送
信する上りリンクコンポーネントキャリアを指示する情報が含まれる場合、移動局装置３
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は、コンポーネントキャリアを指示する情報に従って、ＰＵＳＣＨを送信する上りリンク
コンポーネントキャリアと同じ上りリンクコンポーネントキャリアを使用してＡ－ＳＲＳ
を送信する。すなわち、Ａ－ＳＲＳ設定情報、Ａ－ＳＲＳの送信回数を指示する情報を含
む無線リソース制御信号を基地局装置から受信した移動局装置は、ＰＵＳＣＨを送信する
上りリンクコンポーネントキャリアと同じ上りリンクコンポーネントキャリアを使用して
、設定された送信回数に達するまで、Ａ－ＳＲＳを送信する。この際、Ａ－ＳＲＳ送信に
対するパラメータは、ＰＵＳＣＨを送信する上りリンクコンポーネントキャリアと同じ上
りリンクコンポーネントキャリアに対して設定されたパラメータが使用される。例えば、
ＰＤＣＣＨに含まれるＴＰＣコマンドは、ＰＤＣＣＨが指示する上りリンクコンポーネン
トキャリアのＰＵＳＣＨの送信とＡ－ＳＲＳの送信に適用される。
【００６９】
　ここで、コンポーネントキャリアは、連続な周波数帯域に配置されていても、不連続な
周波数帯域に配置されていても良く、基地局装置と移動局装置は、連続および／または不
連続な周波数帯域である複数のコンポーネントキャリアを集約することによって、広帯域
なシステム帯域（周波数帯域）を構成し、これら複数のコンポーネントキャリアを複合的
に使用することによって、高速なデータ通信（情報の送受信）を実現することができる。
さらに、コンポーネントキャリアによって構成される下りリンクの周波数帯域と上りリン
クの周波数帯域は、同じ帯域幅である必要はなく、基地局装置１と移動局装置３は、コン
ポーネントキャリアによって構成される異なる帯域幅を持った下りリンクの周波数帯域、
上りリンクの周波数帯域を複合的に使用して通信を行うことができる（非対称周波数帯域
集約：Asymmetric carrier aggregation）。
【００７０】
　このように、本発明の第１の実施形態ではＰＤＣＣＨにＡ－ＳＲＳの送信を指示する情
報が含まれている場合に、移動局装置３は、Ａ－ＳＲＳを所定の回数送信することができ
る。ここで、所定の回数とは、基地局装置１で予め設定されたＡ－ＳＲＳの送信回数のこ
とである。
【００７１】
　本発明の第１の実施形態によれば、ＰＤＣＣＨにＡ－ＳＲＳの送信を指示する情報が含
まれている場合に、Ａ－ＳＲＳを所定の回数送信することで上りリンクのチャネル測定精
度を向上することができる。また、１回の通知でＡ－ＳＲＳを複数回数送信することがで
きるので、Ａ－ＳＲＳ送信要求を行うためのシグナリングを削減でき、効率的なＡ－ＳＲ
Ｓの送信を行うことができる。
【００７２】
　＜第２の実施形態＞
　次に第２の実施形態について説明する。第２の実施形態では、基地局装置１は、Ａ－Ｓ
ＲＳの送信回数を指示する情報を含めた無線リソース制御信号を移動局装置３に送信し、
Ａ－ＳＲＳを周波数ホッピングするか否かを指示する情報を含めた無線リソース制御信号
を移動局装置３に送信し、Ａ－ＳＲＳの送信を指示する情報を含めた物理下りリンク制御
チャネルを移動局装置３に送信する。移動局装置３は、無線リソース制御信号に含まれる
Ａ－ＳＲＳの送信回数を指示する情報に従って、Ａ－ＳＲＳの送信回数を設定し、無線リ
ソース制御信号に含まれるＡ－ＳＲＳの周波数ホッピングを行うか否かを指示する情報に
従って、周波数ホッピングを行うか否かを設定し、物理下りリンク制御チャネルにＡ－Ｓ
ＲＳの送信を指示する情報が含まれている場合、基地局装置１にＡ－ＳＲＳに送信する。
【００７３】
　第２の実施形態における機器の機能構成は、第１の実施形態において示したものと同様
であるので、ここではその説明を省略する。第２の実施形態では、移動局装置３にＡ－Ｓ
ＲＳの送信要求が通知された場合に、周波数ホッピングをしつつ、Ａ－ＳＲＳが複数回送
信されることで、よりチャネル測定精度を向上させることができる。周波数ホッピングを
適用することで、１度に送信するＳＲＳの送信帯域幅を狭くすることができる。また、１
サブキャリア当たりの送信電力を高くすることができ、周波数ホッピングによる周波数ダ
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イバーシティ効果と干渉の平均化効果を得ることができるため、チャネル測定精度を向上
させることができる。
【００７４】
　図４は、本発明の第２の実施形態におけるＡ－ＳＲＳ送信のためのシグナリングの一例
を示した図である。基地局装置１から移動局装置３にＡ－ＳＲＳ設定情報を含む無線リソ
ース制御信号を送信する（ステップＳ２０１）。基地局装置１から移動局装置にＡ－ＳＲ
Ｓの送信回数（例えば、送信回数５回）を指示する情報を含む無線リソース制御信号を送
信する（ステップＳ２０２）。基地局装置１から移動局装置３に周波数ホッピングの可否
を指示する情報を含む無線リソース制御信号を送信する（ステップＳ２０３）。移動局装
置３は、基地局装置１から送信された無線リソース制御信号に含まれるＡ－ＳＲＳの設定
情報に従って、Ａ－ＳＲＳの各種パラメータ（送信回数や周波数ホッピングの可否も含む
）を設定する。さらに、基地局装置１からＡ－ＳＲＳの送信を指示する情報を含むＰＤＣ
ＣＨが移動局装置３に送信された場合（ステップＳ２０４）、移動局装置３は、設定され
た送信回数に達するまでＡ－ＳＲＳを基地局装置１に送信する（ステップＳ２０５）。こ
こで、周波数ホッピングの可否を指示する情報で周波数ホッピング可と指示された場合は
、移動局装置３は、Ａ－ＳＲＳの周波数ホッピングを行いながら送信回数に達するまでＡ
－ＳＲＳを基地局装置１に送信する。ここで、Ａ－ＳＲＳにおける周波数ホッピング可と
は、基地局装置がＡ－ＳＲＳの送信帯域幅を周波数ホッピング用の帯域幅より狭く設定し
た場合のことであり、移動局装置は、Ａ－ＳＲＳの送信帯域幅と周波数ホッピング用の帯
域幅を比較して周波数ホッピングするか否かを判定する。ただし、Ａ－ＳＲＳの送信回数
を指示する情報と周波数ホッピングの可否を指示する情報は、Ａ－ＳＲＳ設定情報に含ま
れていても良い。ここで、ＳＲＳ設定情報で設定されるパラメータとは、Ａ－ＳＲＳ送信
のための送信帯域幅や送信周期、Ｐ－ＳＲＳ送信のための送信帯域幅や送信周期などであ
る。また、Ａ－ＳＲＳを配置できる周波数領域（リソース領域）をｆ１とｆ２に分けた場
合、移動局装置３は、Ａ－ＳＲＳを配置する周波数領域をｆ１とｆ２に切り替えながら基
地局装置１に送信する。
【００７５】
　Ａ－ＳＲＳを送信するサブフレームは、第１の実施形態で説明したものと同様であるた
め、ここでの説明は省略する。
【００７６】
　Ａ－ＳＲＳを送信するコンポーネントキャリアは、第１の実施形態で説明したものと同
様であるため、ここでの説明は省略する。
【００７７】
　このように、本発明の第２の実施形態ではＰＤＣＣＨにＡ－ＳＲＳの送信を指示する情
報が含まれている場合に、Ａ－ＳＲＳを周波数ホッピングしながら、所定の回数送信する
ことができる。
【００７８】
　本発明の第２の実施形態によれば、移動局装置３は、１回のＳＲＳ送信要求が通知され
るだけで周波数ホッピングを設定することができ、効率的なＳＲＳの送信と周波数ホッピ
ングを行うことができる。基地局装置１では、周波数ホッピングの効果によりチャネル測
定精度が向上し、効率的な周波数選択スケジューリングを行うことができる。
【００７９】
　＜第３の実施形態＞
　次に第３の実施形態について説明する。第３の実施形態では、基地局装置１は、Ａ－Ｓ
ＲＳの送信回数を指示する情報を含めた無線リソース制御信号を移動局装置３に送信し、
アンテナ選択を行うか否かを指示する情報を含めた無線リソース制御信号を移動局装置３
に送信し、Ａ－ＳＲＳの送信を指示する情報を含めた物理下りリンク制御チャネルを移動
局装置３に送信する。移動局装置３は、無線リソース制御信号に含まれるＡ－ＳＲＳの送
信回数を指示する情報に従って、Ａ－ＳＲＳの送信回数を設定し、無線リソース制御信号
に含まれるアンテナ選択を行うか否かを指示する情報に従って、アンテナ選択を行うか否
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かを設定し、物理下りリンク制御チャネルにＡ－ＳＲＳの送信を指示する情報が含まれて
いる場合、基地局装置１にＡ－ＳＲＳに送信する。ここで、アンテナ選択とは、移動局装
置３に複数の送信アンテナが設定されている場合に、基地局装置１は移動局装置３に対し
て上りリンク信号を送信するアンテナを予め指定したり、送信アンテナを切り替えて送信
するように指示したりすることができることである。
【００８０】
　第３の実施形態における機器の機能構成は、第１の実施形態において示したものと同様
であるので、ここではその説明を省略する。第３の実施形態では、複数のアンテナを切り
替えながらＡ－ＳＲＳを送信する場合の送信制御について示す。
【００８１】
　図５は、本発明の第３の実施形態におけるＡ－ＳＲＳ送信のためのシグナリングの一例
を示した図である。基地局装置１から移動局装置３にＡ－ＳＲＳ設定情報を含む無線リソ
ース制御信号を送信する（ステップＳ３０１）。基地局装置１から移動局装置３にＡ－Ｓ
ＲＳの送信回数（例えば、送信回数５回）を指示する情報を含む無線リソース制御信号を
送信する（ステップＳ３０２）。基地局装置１から移動局装置３にアンテナ選択の可否を
指示する情報を含む無線リソース制御信号を送信する（ステップＳ３０３）。移動局装置
３は、基地局装置から送信された無線リソース制御信号に含まれるＡ－ＳＲＳの設定情報
に従って、Ａ－ＳＲＳの各種パラメータ（送信回数やアンテナ選択の可否も含む）を設定
する。さらに、基地局装置１からＡ－ＳＲＳの送信を指示する情報を含むＰＤＣＣＨが移
動局装置３に送信された場合（ステップＳ３０４）、移動局装置３は、設定された送信回
数に達するまでＡ－ＳＲＳを基地局装置１に送信する（ステップＳ３０５）。ここで、ア
ンテナ選択の可否を指示する情報でアンテナ選択可と指示された場合は、移動局装置３は
、アンテナ選択を行いながら送信回数に達するまでＡ－ＳＲＳを基地局装置１に送信する
。ただし、Ａ－ＳＲＳの送信回数を指示する情報とアンテナ選択の可否を指示する情報は
、Ａ－ＳＲＳ設定情報に含まれていても良い。ここで、ＳＲＳ設定情報で設定されるパラ
メータとは、送信帯域幅や送信周期などである。また、アンテナ選択できる移動局装置３
のアンテナをａｎｔ＃１、ａｎｔ＃２とした場合、移動局装置３は、ａｎｔ＃１とａｎｔ
＃２を切り替えながらＡ－ＳＲＳを基地局装置１に送信する。
【００８２】
　Ａ－ＳＲＳを送信するサブフレームは、第１の実施形態で説明したものと同様であるた
め、ここでの説明は省略する。
【００８３】
　Ａ－ＳＲＳを送信するコンポーネントキャリアは、第１の実施形態で説明したものと同
様であるため、ここでの説明は省略する。
【００８４】
　このように、本発明の第３の実施形態ではＰＤＣＣＨにＡ－ＳＲＳの送信を指示する情
報が含まれている場合に、移動局装置３は、アンテナ選択（切り替え）を行いながら、Ａ
－ＳＲＳを所定の回数送信することができる。
【００８５】
　本発明の第３の実施形態によれば、移動局装置３は、アンテナ選択を行うことで複数の
アンテナからＡ－ＳＲＳを送信することができ、基地局装置１は、受信したＡ－ＳＲＳを
使用してアンテナ毎のチャネル測定を行うことができるため、複数アンテナによる効率的
なチャネル測定を行うことができる。また、基地局装置１は、移動局装置３に対してより
通信状況の良い送信アンテナを選択できたり、複数のアンテナを使用した送信が必要なＭ
ＩＭＯ（Multiple Input Multiple Output）通信へ切り替えたりすることができる。
【００８６】
　なお、第１から第３の実施形態は組み合わせて使用しても良い。
【００８７】
　なお、上述した実施形態における基地局装置１と移動局装置３の一部の機能をコンピュ
ータで実現するようにしても良い。その場合、この制御機能を実現するためのプログラム
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をコンピュータ読み取り可能な記録媒体に記録して、この記録媒体に記録されたプログラ
ムをコンピュータシステムに読み込ませ、実行することによって実現しても良い。なお、
ここでいう「コンピュータシステム」とは、ＯＳや周辺機器等のハードウェアを含むもの
とする。また、「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、フレキシブルディスク、
光磁気ディスク、ＲＯＭ、ＣＤ－ＲＯＭ等の可搬媒体、コンピュータシステムに内蔵され
るハードディスク等の記憶装置のことをいう。さらに「コンピュータ読み取り可能な記録
媒体」とは、インターネット等のネットワークや電話回線等の通信回線を介してプログラ
ムを送信する場合の通信線のように、短時間、動的にプログラムを保持するもの、その場
合のサーバやクライアントとなるコンピュータシステム内部の揮発性メモリのように、一
定時刻プログラムを保持しているものも含んでも良い。また上記プログラムは、前述した
機能の一部を実現するためのものであっても良く、さらに前述した機能をコンピュータシ
ステムにすでに記録されているプログラムとの組み合わせで実現できるものであっても良
い。
【００８８】
　また、上述した実施形態における移動局装置３および基地局装置１の一部、または全部
を典型的には集積回路であるＬＳＩ（Large Scale Integration）として実現しても良い
。移動局装置３および基地局装置１の各機能ブロックは個別にチップ化しても良いし、一
部、または全部を集積してチップ化しても良い。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良い。また、半導体技術の進歩によりＬ
ＳＩ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。
【００８９】
　以上、この発明の実施形態を、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等も特許請求の
範囲に含まれる。
【符号の説明】
【００９０】
１　基地局装置
３　移動局装置
１０１　送信部（基地局側送信部）
１０３　受信部（基地局側受信部）
１０５　スケジューリング部
１０９　アンテナ
２０１　送信部（移動局側送信部）
２０３　受信部（移動局側受信部）
２０５　スケジューリング部
２０６　参照信号生成部
２０９　アンテナ
１０１１　データ制御部
１０１３　変調部
１０１５　無線送信部
１０３１　無線受信部
１０３３　復調部
１０３５　データ抽出部
１０７１　無線リソース制御部
２０１１　データ制御部
２０１３　変調部
２０１５　無線送信部
２０３１　無線受信部
２０３３　復調部



(18) JP 2011-160376 A 2011.8.18

２０３５　データ抽出部
２０５１　参照信号制御部
２０７１　無線リソース制御部
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